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中文提要

“明太祖游武廟”故事之形成與演變―從武成王廟到歷代帝王廟―	 川　浩二

“明太祖遊武廟”故事，見於《雲合奇蹤》乙本、子弟書《遊武廟》等，演明太祖訪歷代

功臣廟，評論歷代功臣事。此事濫觴於“宋太祖遊武廟”故事，見於元曲《十樣錦諸葛論功》、

話本《欹枕集》之〈老馮唐直諫漢文帝〉入話等；明時亦出現“明太祖訪歷代帝王廟”故事，

初見於《七修類稿》，亦見於萬曆間“英烈傳”系列小說《雲合奇蹤》甲本。清康熙間歷代帝

王廟增祀事件促使二者融合，才形成了“明太祖遊武廟”故事。

海寧皮影戲形成考	 千田　大介

浙江省嘉興市海寧一帶的農村，流傳著江南地區罕見的皮影戲。其劇目可分“開台戲”和

“正本戲”，而前者唱腔用“弋陽腔”又稱“亂彈”，後者則用“正音腔”（“長腔”、“鹽曲”）。此

兩種聲腔往往說成明代南戲四大聲腔的“弋陽腔”和“海鹽腔”的遺響。本文通過實地考察、

文獻調查、演出劇目的分析、皮影人的比較等，闡明海寧皮影戲的“弋陽腔”就是清初流行於

江南地區的“梆子亂彈腔”，“正音腔”乃是灘簧的別支，其形成時期為清代初期。

海寧皮影戲《三角金磚》與蠶花五聖信仰	 山下　一夫

《三角金磚》是海寧皮影戲中“蠶戲”之一，演蕭家五兄弟發跡變泰，最後成為當地蠶神

“蠶花五聖”的故事。其基本情節均在講述華光故事的小說《五顯靈官大帝華光天王傳》中找

到，可見《三角金磚》的故事基於此小說的內容。華光原為佛教神，後吸收道教馬元帥的故事，

又與“五通”、“五顯”以及“五聖”結合，這四者被視為同一個神明，蠶花五聖是從中再次分

化出來的。蠶花五聖本來有起源於“五通”的“惡神”性質，《三角金磚》也原為辟邪戲，與

講述另外一種蠶神“馬鳴王”的海寧皮影劇目《馬鳴王》有不同的作用。
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「明太祖遊武廟」物語の 
成立と展開

―武成王廟から歴代帝王廟へ―

川　浩二

１．はじめに

洪武四年（1371）、明の太祖朱元璋は、引退を請う劉基に対

し、惜しみ引き止めつつもついにはそれを許し、七律一首を

贈ってはなむけとした。

妙策良才建朕都　妙策良才　朕が都を建て

亡吳滅漢顯英謨　呉を亡ぼし漢を滅して　英謨を顕わす

不居鳳閣調金鼎　鳳閣に居し金鼎を調えずして

卻入雲山煉玉爐　却って雲山に入り　玉爐を煉る

事業堪同商四老　事業は商四老と同じうするに堪え

功勞卑賤管夷吾　功労は管夷吾を卑
ひく

く賎しむ

先生此去歸何處　先生此のたび去りて　何処にか帰る

朝入青山暮泛湖　朝に青山に入りて　暮れに湖に泛ばん

[1]	 『高皇帝御製文集』，朱元璋，
内藤湖南旧蔵早稲田大学所蔵
明刊本。

（『高皇帝御製文集』巻二十）[1]	

いかにも開国の君主と名臣らしい佳話

であり、これは明の嘉靖末から万暦初年

に制作されたと思われる歴史小説『皇明

英列伝』の第五十九則「劉伯温辞爵帰山

　沐文英貴州大戦」にも取りあげられて

いる。『皇明英列伝』では劉基はこの後

には登場せず、まさしく仙遊して去った

図１　北京の歴代帝王廟

現在の社殿は 2003 年に改修さ

れたもの。構造は旧時を保ってい

るが、東西二廡の従祀名臣の神位

はなく、別の展示物が置かれてい

た。（2009 年 9月現在）
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ように描かれている。

ところが、現代において「英烈伝」の物語に親しむ読者の記

憶においては、この場面の印象は大きく異なるはずである。

たとえば『英烈伝』の活字本としては代表的なものといえる

宝文堂書店刊行の『英烈伝』を見ると、第七十八回「皇帝廟祭

祀先皇」では、以下のような物語が語られる [2]。

都の歴代帝王廟に参ったのち、朱元璋が歴代功臣廟に向

かうと、廟の建物の外に一つの塑像を見つける。傍らの

劉基に尋ねると、三国の趙雲であるという。朱元璋がそ

の武功を殿内に置かれるに足るというと、趙雲像はみず

から殿内に入っていく。殿内に進むとまた別の塑像があ

り、他の坐像と異なり立像である。劉基に尋ねると楚の

伍子胥だという。朱元璋が伍子胥の不忠を難ずると塑像

は自ら殿外に去った。さらに進むとまた塑像があり、尋

ねると張良だという。太祖はその名を聞くと怒って張良

像に指をつきつけ、厳しく不忠をとがめたところ、張良

像は涙を流す。劉基はこれを見て、張良に比すべき自分

の将来を危ぶみ、身を引くことを決意する。

朱元璋はここでは君臣の佳話どころか、史上における開国功

臣たちに対する粛清の激しさを思わせるような姿を見せている。

この場面は実は『皇明英烈伝』より後出にあたる同題材の小

説『雲合奇蹤』の、それも清代になってから出版された版本、

いわゆる『雲合奇蹤』乙本系統にのみ載るものである。しかし

その『雲合奇蹤』乙本系統が、清代のある時期以降は他を圧倒

し、現在『英烈伝』と題される活字本は基本的に『雲合奇蹤』

乙本系統に由来するものであるため、よく知られているのはむ

しろ上記の要約のような物語となってしまっているのである。

この場面は劉基が辞職を決意することから「劉基辞朝」と呼

2]	 『英烈传』，田藻校点，北京．

宝文堂书店，1981.9。
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ばれることもあり、京劇や他の地方戯、語り物芸能などでは

『遊武廟』という演目で知られている。

本稿は、この物語を仮に「明太祖遊武廟」と名づけ、それが

いつどのように生まれ、『雲合奇蹤』乙本に取り上げられ、演

劇や芸能として演じられたかという様相について検討し、それ

がいかなる環境において行われたかを明らかにすることを目的

とする。

２．『雲合奇蹤』乙本系統　第七十八回「皇帝廟祭
祀先皇」

太祖朱元璋の開国物語である「英烈伝」の小説は、まず『皇

明英烈伝』が嘉靖末から万暦初年に制作され、いわゆる『雲合

奇蹤』甲本がその後に作られた [3]。万暦末年には、両者が並

存している状況であったといえる。各種版本の様相と、日本へ

の輸入の状況から見て、この両者並存の状況はおよそ十八世紀

初頭までは続いていたと思われる。

そしてある時期に『雲合奇蹤』甲本に話柄を足した改訂版と

呼べる『雲合奇蹤』乙本が作られ、清末にかけて他を圧倒して

いくというのが大きな流れではあるのだが、『雲合奇蹤』乙本

がどの時期に作られたのか、ということについてははっきりし

ない。

たとえば、上海図書館蔵『繍像京本雲合奇踪玉茗英烈全伝』

は、十巻八十回、半葉十一行毎行二十一字、封面には「稽山徐

文長先生編　雲合奇踪　玉茗堂英烈全伝」と題し、金閶書業堂

梓行とある。「東山主人序」と題された序を載せ、毎回の回目

は目録では七字二句、本文では七字一句と典型的な乙本の形態

である [4]。

上海図書館の書目ではこれを康熙刊本とするが、全体を通し

て記年は無く、その根拠は不明である。たしかに金閶書業堂は

清代前半に蘇州にあった書林で、康熙年間にも多数の書物を出

[3]	 『雲合奇蹤』甲本と乙本の名
は後述の趙景深の研究に由来
し、以降の研究に踏襲されて
いる。

[4]	 『雲合奇蹤』甲本は則をもっ
て数え、毎則四字二句の題を
冠する。
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版しているが、他の白話小説に関しては『説呼全伝』を乾隆四

十四年（1779）に、『新刻批評繍像後西遊記』を乾隆五十八年

（1793）に出版するなど、乾隆年間に刊行されたものが見られ、

活動は嘉慶年間にまで及んでいる。したがって実際のところ清

初から嘉慶年間まで下る時期のいつなのかは特定しかねるよう

に思われる [5]。

全体の構成や回の切れ目について見ると、『雲合奇蹤』乙本

は甲本と基本的に違いはなく、増加された話柄はどれも回の途

中に入れられていることが分かる。

第五回では朱元璋が幼いころ牛飼いをしていたという「太祖

牧牛」の話柄が、第六回では梅を売る商売をしていた朱元璋が、

「五顕神」と名乗る疫病をもたらす瘟神と出会い、言われるま

まに南京に売りに行くと、流行していた疫病に梅が特効薬にな

るというので飛ぶように売れて巨利を得る、という「販烏梅」

の話柄が足されており、これらは演劇や語り物芸能と共通する

ものである。また第四十回には朱元璋が「古雷音寺」に迷いこ

み、歴代の王侯の芳名帖を見せられ喜捨を求められるという幻

を見る「誤入廬山」の一段が加わっているが、これは今のとこ

ろ来源不明である。

そしてもう一つの加えられた話柄が、第七十八回「皇帝廟祭

祀先皇」である。回目にある「皇帝廟」に朱元璋が参詣する部

分の全体は、大きく四つに分かれており、それぞれの部分は連

続しているが、要約が長くなるため部分ごとに述べる [6]。

ⅰ	 歴代皇帝像を見る（『雲合奇蹤』甲本から改訂）

歴代皇帝の廟の祭祀を行うさい、それぞれの皇帝の前に

一杯の酒を捧げるよう礼部の役人が定める。朱元璋は廟

に詣でたさい、漢の高祖劉邦像の前まで来ると、自らと

劉邦のみが何も持たない平民の身から中国を統一したこ

とを述べ、二杯多くの酒を捧げる。続いて元の世祖フビ

[5]	 大 英 図 書 館 に 嘉 慶 四 年
（1799）の記年のある『雲合
奇蹤』が現存するが、版本系
統を含めた詳細は不明である。

[6]	 以下に、該当部分の全文を掲
げておく。段落冒頭の数字は
本文中の展開に沿う。
ⅰ未數日間，禮官備將具奏，

請每年一祀，每位帝王之前通

酒一爵。時值秋享，太祖躬臨

祭獻。序至漢高祖前笑道：

「劉君，劉君，廟中諸公當時

皆有憑借以得天下，惟我與公

不惜尺土，手提三尺，以登大

寶，較之諸公，尤為難事，可

供多飲二爵。」又到元世祖位

前，祇見面貌之間忽成慘色，

眼膛邊若淚痕兩條，直垂至腮。

太祖笑道：「世祖，你好痴也。

你已做天下幾及百年，亦是一

箇好漢。你子孫自為不道，豪

傑四起，今日我到你廟宇之中，

你之靈氣，亦覺有榮，反作

兒女之態耶。」太祖慰論纔罷，

世祖廟貌稍有光彩。至今對漢

高祖進酒三爵，遂為定制。至

如元世祖淚痕宛然尤存，亦是

奇跡，此話不題。

ⅱ且說太祖出廟，信步行至歷

代功臣廟內。猛然回頭看見殿

外有一泥人，便問：「此是何

人。」伯溫奏道：「這是三國時

趙子龍。因逼國母，死於非命，

抱了阿斗逃生。」太祖聽罷，

說道：「那時正在亂軍之中事

出無奈，還該進殿纔是。」話

未說完，祇見殿外泥人大步走

進殿中。太祖又向前細看，祇

見一泥人站立，便問：「此是

何人。」伯溫又道：「這是伍子

胥。因鞭了平王的尸，雖係有

功，實為不忠，故此祇塑站

像。」太祖聽罷，怒道：「雖然
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ライの前に来ると、像の表情は暗く、涙を流した跡があ

る。朱元璋は世祖を励まし、百年の天下を築いたことを

認めると、やや世祖像に明るさが戻った。

この部分は『雲合奇蹤』甲本から見られるもので、二つの

部分に分かれる。前段は正徳年間の梁億『遵聞録』に基づ	

き [7]、後段は嘉靖年間の郎瑛『七修類稿』巻七「世祖像涙」

に拠る [8]。ただし『七修類稿』および『雲合奇蹤』甲本では、

世祖に対し「痴韃子」とモンゴル人に対する蔑称を用いている

が、『雲合奇蹤』乙本ではそれが削られている。『雲合奇蹤』乙

本は全書を通して同じ処理が見られ、これは清代になってから

のものと解せよう。

ⅱ	 歴代名臣像を見る（『雲合奇蹤』乙本ではじめて登場）

要約は本稿第１節に掲げた通り。趙雲が殿外から殿内に入り、

伍子胥が殿内から殿外に出て行き、張良像が罵られて涙を流す、

という展開になっている。この部分が唯一『雲合奇蹤』乙本の

みに存在する。後に詳しく検討する。

ⅲ	 牛首山を鞭打ち、周玄素に山河を描かせる（『雲合奇蹤』甲

本から引き継ぐ）

朱元璋が輿の中から見ると、金陵の周囲の山のうち牛首

山と太平門外の花山だけが金陵の方を向いていない。朱

元璋は刑部の役人に言いつけると、牛首山を棒打ちの刑

に処し、牛の首に当たるところに孔を開けて鎖を繋いだ

うえ、江蘇江寧の管轄から、安徽宣州の管轄に移し、花

山は罰として草木を抜いてはだか山にしてしまう。

宮廷に帰ってきた朱元璋は、周玄素が詔を受けて天下の

山河の図を壁に描いているのを見つけ、牛首山と花山を

描いたか尋ね、その山を削れという。周玄素は描き始め

殺父之仇當報，為臣豈可辱

君，本該逐出廟外。」祇見廟

內泥人霎時走至外邊。隨臣盡

道奇異。太祖又行至一泥人面

前，問道：「此是何人。」伯溫

奏道：「這是張良。」太祖聽罷

烈火生心，手指張良罵道：

「朕想當日漢稱三傑，你何不

直諫漢王，不使韓信抱恨，那

躡足封信之時，你即有陰謀不

軌，不能致君為堯、舜，又不

能保救功臣，使彼死不瞑目，

千載遺恨。你又棄職歸山，來

何意去何意也。」太祖細細數

說，祇見張良連連點頭，腮邊

弔下淚來。伯溫在傍，心內躊

蜘，「我與張良俱是扶助社稷

之人。皇上如此留心，祇恐將

來禍及滿門，何不隱居山林拋

卻繁華，與那蒼松為伴，翠竹

為鄰，閑觀糜鹿銜花，呢喃燕

舞，任意遨遊，以消餘年。」

籌畫已定，本日隨駕回朝。

ⅲ且說太祖在龍輦中，遍望城

外諸山，皆面面朝拱金陵，真

是帝王建都去處。卻遠望牛首

山並太平門外花山，獨無護衛

之意。太祖悵然不樂，命刑部

官帶著刑具，將牛首山痛討

一百，仍於形像如牛首處穿石

數孔，把鐵索鎖轉，令伊形勢

向內，遂著隸屬宣州，不許入

江寧管轄。花山既不朝拱鐘山，

聽大學中這些頑皮學生肆行樵

採，令山上無一茅，不許翠微

生色。

且諭且行，不覺已進東華門殿

間。正見畫工周玄素承旨繪天

下江山圖於殿中通壁之上，其

規模形勢俱依御筆揮灑所成，

略加潤色。太祖便問道：「你

曾畫牛首山與花山麼。」素棄

筆跪曰：「正在此臨摹。」太祖
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るときに朱元璋が手を入れていたことから、「陛下がお

定めになった山河をどうして動かせましょう」と述べる

と、朱元璋は笑ってそれを許す。

この部分は『雲合奇蹤』甲本から見られる [9]。前段は正徳

年間の楊儀『明良記』に見える話であり、牛首山が都に向いて

いないために棒打の刑に処し、安徽太平の管轄にしたこと、ま

た鐘山の西南にある丘がふしぎにもそこから飛び去ろうとし、

形を見るごとに変えるため、鉄釘を打ちこんだという話柄に基

づくと思われる。

後段は正徳年間の徐禎卿『翦勝野聞』に見える話であり、も

ともとは朱元璋が画工周玄素に天下の江山の画を宮殿の壁に描

かせようとしたが、周玄素は自分が国中をまわったこともない

ため、陛下がお示しになった後に描き足しましょう、といい、

朱元璋が筆をふるって大勢を描いてみせると、周玄素は「陛下、

山河已に定まれり、豈に動揺すべけんや [10]」と答え、朱元璋

もこれを笑って許し、重責をのがれたというものである。

原話はそれぞれ部分的に書き改められており、『雲合奇蹤』

甲本の時点ですでに朱元璋の傲慢を表すようなものになってい

るといえよう。

ⅳ劉基の辞職を許す（『皇明英烈伝』から改訂援用）

翌日劉基は辞職を願う。引き止める朱元璋に対し、劉基

は病があるため故郷に帰って天命を終えたいと願い出る。

朱元璋は劉基の再三の願いを受け入れ、長子劉璉に伯位

を継がせることにする。劉基は故郷に帰る。

劉基が辞職を願うこの場面だけは、『皇明英烈伝』からの改

訂になっている。『皇明英烈伝』では劉基の辞職を願う表や、

本稿冒頭にあげた太祖が劉基を送る詩も引用されるが、『雲合

命把二山改削。玄素頓首道：

「陛下山河已定，豈敢動移。」

太祖微笑而罷。然聖衷終以二

山無情，便有建都北平之意。

ⅳ次日太祖設朝，劉基叩首奏

道：「臣劉基今有辭表，冒犯

天顏，允臣微鑒。」太祖覽表，

說道：「先生苦心數載，疲勞

萬狀，方今天下太平，君臣

正好共樂富貴，何故推辭。」

伯溫又奏道：「臣基犬馬微軀，

身有暗疾，乞放還田裏，以盡

天年，真是微臣僥幸，伏惟聖

情諭允。」太祖不從。伯溫懇

求再三，太祖方准其所奏。令

長子劉連，襲封誠意伯，劉伯

溫拜謝辭出朝門，即日歸回，

自在逍遙，不題。

[7]	 『国朝典故』所収本などがあ
る。『國朝典故』，北京．北京
大學出版社，1993.4。

[8]	 『七修類稿』，上海．上海書店
出版社，2001.8。

[9]	 この部分の典拠については、
趙景深『小説論叢』所収の
「英烈伝本事考証」につとに
指摘されている。『小説論叢』，
趙景深，上海．上海日新出版
社，1947。

[10]	 原文「陛下山河已定，豈敢動
搖。」『翦勝野聞』は『四庫全
書存目叢書』所収本に拠った。
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奇蹤』乙本ではそれらは削除されている。また、『皇明英烈

伝』では「私はひたすら心を修養し、天寿を全うしたいと存じ

ます [11]」と述べ、清遊を志すことが強調されているのに対し

て、『雲合奇蹤』乙本では「身有暗疾」という一言が加わって

いる。これはこの後、『雲合奇蹤』甲本から引き継ぐ、劉基が

病で故郷に戻っていたところ、かつて劉基に宰相の器ではない

と切り捨てられて怨んでいた胡惟庸がひそかに毒を盛って殺害

した、という話を載せるためである。

全体を通して見ると、まず一般的には『皇明英烈伝』に比べ

て、史書筆記を引き写すことの少ない『雲合奇蹤』甲本である

が、この場面に関しては、展開の一つ一つに先行する筆記があ

り、字句についてもかなりそのまま用いていることが分かる。

ふつう『雲合奇蹤』甲本は、『皇明英烈伝』の史書の文に近い

文章を、より多くの白話語彙を用いつつ書き直すことで成り

立っているが、ここではその方法を用いることができなかった

ためであろう。

そして『雲合奇蹤』甲本を改訂した『雲合奇蹤』乙本では、

劉基は歴代名臣廟での朱元璋の振る舞いを見て身の危険を感じ

て退くことを決意し、病を口にして辞職するものの、この部分

が『皇明英烈伝』から改訂しただけで原文が残っているため、

故郷に帰り「自在逍遙」したことになり、さらにその後に『雲

合奇蹤』甲本がそのまま用いられ、病で故郷に帰っていたとこ

ろを毒殺される、という展開になり、かなり不自然なものに

なっている。

他の部分にはそれぞれ基づく先行の話柄があること、また展

開が不自然になっていることからみて、『雲合奇蹤』乙本から

新しく増えた本稿でいうⅱの部分は、『雲合奇蹤』乙本におい

て創作されたものではなく、何らかの形で先行する話柄に由来

するものであると考えられよう。

『皇明英烈伝』は、本来では開国の功臣たちが粛清され始め

[11]	 原文「臣心只願修心養性，以
全天年。」
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るはずの年代に至ってもその話柄を載せず、高らかに太平をう

たい上げて終わり、対して『雲合奇蹤』甲本は『水滸伝』を思

わせるような功臣たちの次々におとずれる最期を書いてやや暗

い。『雲合奇蹤』乙本は、先行する物語を取りこむさい、その

両方を用いたためにちぐはぐな部分が残ってしまっている。し

かし『雲合奇蹤』乙本において、この場面が少なくとも朱元璋

が歴代帝王廟に参った話であることについては矛盾する点はな

い。

では、この朱元璋が歴代帝王廟に詣でた話を、なぜ演劇・芸

能では『遊武廟』と呼ぶのだろうか。じつは、皇帝が歴代の名

臣の評価を行う、という構造の物語は、明の太祖朱元璋から始

まったものではなく、宋の太祖趙匡胤から起こったものであっ

た。そこではまさに、「武廟」つまり武成王たる太公望を祀っ

た「武成王廟」の物語が語られている。

３．「宋の遊武廟」の物語

「英烈伝」の物語と小説について、基礎的な研究を最初に

行ったのは趙景深であり、それは『小説閑話』の「英烈伝」お

よび『小説論叢』における「英烈伝本事考証」にまとめられて

いる。それらの中では、『雲合奇蹤』乙本の第七十八回「皇帝

廟祭祀先皇」の来源、とくに前節にいうⅱの部分、朱元璋が歴

代帝王廟に参詣し、歴代名臣廟に行く、という話柄の来源につ

いては述べられていない。ただし、彼の『中国小説叢考』所収

の「雨窓欹枕集」には、「老馮唐直諫漢文帝」の項目に、以下

のように述べる [12]。

これら十二編の残欠のうち、私の注意をもっとも惹いた

のは「老馮唐直諫漢文帝」の「入話」であった。この一

段の入話はすでに長く伝わった伝説であったということ

ができようが、近来の京劇と大鼓の中にもいまだにこの

[12]	『中国小说丛考』，赵景深，济

南．齐鲁书社，1980.10。
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ような物語があり、ふつうそれらはすべて「遊武廟」

と呼ばれるものである。（略）京劇『遊武廟』は一名を

『劉基辞朝』といい、『欹枕集』の中で述べられる物語と

は多くの点で異なる。１、宋の太祖を明の太祖に改めて

いる。２、趙雲を貶めることから趙雲を尊ぶことへと改

めている。３、『欹枕集』は韓信、李勣を貶めて殿内か

ら外し、趙充国と李茂を代わりに殿内に入れている。諸

葛亮はかわらずもとの地位にいる。伍子胥・趙雲は門前

で祭祀を受けることになる。『劉基辞朝』は、趙雲と王

伯当を殿中に入れ、伍子胥と韓信を殿外に追い出し、張

良像を打ち砕く。（略）つまるところ平話（ここでは『欹枕

集』を指す）と京劇・大鼓が一つの物語の異なるスタイ

ルであるのか、それとも二つの似た物語の連続―宋太祖

が趙雲を殿外に追い出し門神にし、明太祖が彼を殿内に

招き入れる―であるのかは、知りうるべくもない。しか

し私は総じて前者の説がやや事実に近いのではないかと

推測している [13]。（括弧（　）内は本稿が補った。以下同じ）

また、『小説閑話』の「英烈伝」には、明朝開国の物語を持

つ京劇を列挙した上で、『遊武廟』についてこう述べる。

『遊武廟』は演義（ここでは『雲合奇蹤』乙本を指す）第七十

八回「皇帝廟祭祀先皇」に基づき、増加および削除を加

えたものである。演義では塑像が自ら歩くことを述べて

あまりに荒唐無稽にすぎるので、京劇では塑像は兵士

によって担ぎ入れられたり担ぎ出されたりするように改

めている。演義ではわずかに趙雲をたたえ、伍員を貶め、

張良を罵るという三つの事柄のみを述べるが、劇中では、

王伯当をたたえ、韓信像を壊すという二つの事柄を加え

ている [14]。

[13]	 原文：这十二篇残缺的话本中，

最使我注意的，是《老冯唐直

谏汉文帝》的”入话”。这一

段入话可说是相传巳久的传说，

直到近世的京戏和大鼓里都还

有这样的故事，普通都是称

作「游武庙」的。（略）京戏

游武庙一名刘基辞朝，与欹枕

集中所述有很多不同的地方：

一、宋太祖巳改为明太祖。二，

贬赵云改为褒赵云。三、欹枕

集是贬韩信、李绩下殿，代以

赵充国和李茂。诸葛亮仍在原

位。伍子胥，赵云则在门首

享祭。《刘基辞朝》是将赵云，

王伯当请入殿中，伍子胥和韩

信扯出殿去，并将张良像扯碎。

（略）究竟平话与京戏大鼓是

一个故事的异式，还是两个相

似故事的连续 (宋太祖把赵云

赶出殿外作门神，明太祖又把

他请了进去 )，那就不得而知

了。但我总猜测前者的说素较

为近于事实。

[14]	 原文：《游武庙》是据演义第

七十八回《皇帝庙祭祀先皇》

而加以增删的。演义叙泥人自

己走路过于怪诞，京戏则改为

泥人被兵士抬进或抬出。演义

仅叙褒赵云，贬伍员，骂张良

三事，戏中却添出褒王伯当和

毁韩信像两事。
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二つの文を合わせると、趙景深は京劇における『遊武廟』

は、一方で「老馮唐直諫漢文帝」の入話を書き換えたものであ

り、一方で『雲合奇蹤』乙本の「皇帝廟祭祀先皇」を改めたも

のである、と述べていることになるが、ついに「老馮唐直諫漢

文帝」入話と『雲合奇蹤』乙本との関係については検討するこ

とがなかったようである。

また『小説論叢』所収の「英烈伝本事考証」は、もともと

『雲合奇蹤』乙本を底本に、史書筆記に記載の記事を集めた性

格のものであり、小説や俗曲の類については述べない [15]。

以降、この問題について仔細に検討した論文は見当たらず、

いずれも『雲合奇蹤』乙本と演劇・芸能の『遊武廟』、「老馮唐

直諫漢文帝」入話と演劇・芸能の『遊武廟』に関連があること

を指摘するにすぎない。

小説「老馮唐直諫漢文帝」

趙景深のいう「雨窓欹枕集」はいわゆる清平山堂の『六十家

小説』の一部とされ、寧波の天一閣旧蔵であったと目される短

編小説集の残欠であり、「老馮唐直諫漢文帝」はそのうち『欹

枕集』所収の一篇である。嘉靖年間後半に出版されたと思しく、

同時期の晁瑮・東呉父子の蔵書目である『宝文堂書目』には

「馮唐直諫漢文帝」を収める。

入話は第一葉を欠くため冒頭が不明ではあるが、おそらく唐

代にはじめて武成王廟に「武廟十哲」が従祀されたという話か

ら始まっている。

[ 諸 ] 葛亮・越の范蠡・唐の郭子儀らを、二列に分けて

十哲とした。二本の廊下に [ 名臣？ ] を分かち、それぞ

れ [ 三 ] 十二人を並べた。左の列は白起を首位とし、右

の列は孫臏を首位とし、その他の名臣をそれぞれの順位

に定めた [16]。（括弧 [　] は判読不能箇所を補って訳した）

[16]	 原文：……葛亮，越范蠡，唐

郭子儀，分兩行為十哲。兩廊

下分囗囗，列囗十二人，左押

班白起，右押班孫臏，其餘各

有資次。

[15]	 前述の通り、該当部ではわず
かに前掲の要約ⅳの部分の
『明良記』・『翦勝野聞』につ
いてのみ典拠を指摘する。
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史実としては、『新唐書』巻十五吉礼五には、上元元年

（760）に孔子廟にならって、武成王廟に歴代の名将十人を十

哲像として従祀することを定めたと記載があるが、それは白

起・韓信・諸葛亮・李靖・李勣・張良・田穰苴・孫武・呉起・

楽毅という構成であった。さらに建中三年（782）に、范蠡や

郭子儀を含めた六十四人を従祀することが定められている [17]。

物語では続いて、乾徳元年（963）に太祖趙匡胤が宰相の趙

普らとともに武成王廟に赴き、名臣たちの事績を尋ねることを

述べる。

太祖趙匡胤は玉塵斧をたずさえ、殿を出て左廊に向かい、

首位の名臣を指して尋ねた。「これは誰か」竇儀が「秦

将の白起でございます」と応えると、太祖は「趙の兵四

十万を穴埋めにした白起か」と尋ねる。竇儀が「仰せの

通りです」と応えると、太祖は大怒し、白起の画像を指

差してこう言った。「降伏した相手を殺すような者がど

うして首位に居るのか」塵斧でその画の顔を破き、趙普

を振り返って言った。「何人をもって代えるべきか」趙

普は「呉起でなくては務まりますまい」と応えた。太祖

は呉起の事績を尋ね、趙普は呉起に関する書物を献上し

た。[ 太祖は ] 大いに喜び、命令を下して即日これに代

え、臣下はその事を記して太祖に奏上した [18]。

ここでいう「玉塵斧」は「玉麈斧」もしくは「玉柱斧」と書

くべきであり、玉でできた小型の斧の形の道具である。趙匡胤

がこれを用いて臣下の歯を折ってしまった逸話があり、話中で

像を壊すのに「玉柱斧」を用いるのはそのためであろう [19]。

『宋史』巻一百五・志第五十八・武成王廟には、建隆四年

（963）に太祖趙匡胤が武成王廟に参詣したおり、白起の画像

[17]	『唐会要』巻二十三によれば、
六十四人は以下の通り。范
蠡・孫臏・廉頗・王翦・曹
参・周勃・李広・霍去病・鄧
禹・賈復・寇恂・馬援・皇甫
嵩・張遼・関羽・周瑜・陸
遜・羊祜・王濬・謝玄・慕容
恪・檀道済・王僧辯・慕容紹
宗・宇文憲・韓擒虎・史萬
歲・尉遅敬徳・蘇定方・張仁
亶・王晙・王孝傑・管仲・田
単・趙奢・李牧・彭越・周亜
夫・衛青・趙充国・呉漢・馮
異・耿弇・段熲・鄧艾・張
飛・呂蒙・陸抗・杜預・陶
偘・王猛・長孫嵩・王鎮悪・
呉明徹・斛律光・于謹・韋孝
寬・楊素・賀若弼・李孝恭・
裴行儉・郭元振・張斉丘・郭
子儀。下線を引いた四人の
み後述の宋の太公望の従祀
七十二将と重ならない。

[18]	 原文：太祖策玉塵斧，下殿左

廊，指押班：「此何人也？」

竇儀曰：「秦將白起也。」太祖

曰：「莫非坑趙卒四十萬乎？」

竇儀曰：	「然。」太祖大怒，指

白起畫像而言曰：「坑降殺順

之人何得押班？」以塵斧划碎

其面，回顧趙普曰：「當以何

人代之？」普曰：「非吳起不

可。」太祖問吳起事，	普奏呈

吳起之書。□心大喜，便令即

日代之，就書其事於上。

[19]	 王瑞来「“烛影斧声”与宋太
祖之死」『文史知识』2008
年第 12 期，2008.12　に、
司馬光『涑水記聞』巻一を引
いてこの事件について述べる。
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を指して「此の人已に降るを殺すは、武ならざること甚だし、

何ぞ此に受享せん [20]」と言い、白起を従祀名臣から外した、

という記事を載せる。

さらに物語では、真宗の時代に移り、武成王廟に参ったおり

に真宗自らが韓信の不忠をとがめて廟から外し、尚書張詢の言

葉により唐の李勣が外され、代わりに漢の趙充国と唐の李茂が

祀られることになる。また、伍子胥と趙雲が外されるよう上奏

があったが、真宗は二人の功績を認め、廟内からは外しつつも、

武成王廟の門に飾るように命じる。

作中でいう李茂は李晟の誤りであろう。これは物語と年代こ

そ異なるものの同じく『宋史』巻一百五に、乾道六年（1170）

に李晟を堂に上せ、李勣の順位を下げたことが載っている。ま

た韓信については、何度か地位が上下している [21]。

続く本筋の話は、馮唐が漢の文帝の臣下の待遇を、陛下がも

し往年の名将である廉頗や李牧を得たとしても、使いこなすこ

とはできないでしょう、と諫めた故事によるものであり、馮唐

の最も知られたエピソードとして『史記』・『漢書』にも取られ

ているため、特に説明を要しまい。ただし「老馮唐直諫漢文

帝」では、この話が出てくるのが、入話と同じく文帝が前代の

名臣の画像を見て傍らの馮唐にそれが何者かを尋ねるところか

ら始まっているところが特徴といえ、入話との共通性を強調し

たものと考えられる。

全体として、史書に見える話から出発しており、荒唐無稽な

筋立ては特に無い。中でも宋の武成王廟の記事については、か

なり近いものを史書から見出すことができる。

宋代の現実の武成王廟では、正面の堂中に武成王たる太公望

をはじめとした名臣の塑像が置かれ、東西の二廡にはそれぞれ

画像が置かれていた。歴代でしばしば名臣たちの入れ替わり

があったが、宣和五年（1123）には、太公望・張良・管仲・孫

武・楽毅・諸葛亮・李勣・田穰苴・范蠡・韓信・李靖・郭子儀

[20]	 原文：此人殺已降，不武之甚，
何受享於此。

[21]	 宋李燾『続資治通鑑長篇』巻
四・乾徳元年（963）六月の
条には、灌嬰・耿純・王霸・
祭遵・班超・王渾・周訪・沈
慶之・李崇・傅永・段韶・李
弼・秦叔宝・張公謹・唐休
璟・渾瑊・裴度・李光顔・李
愬・鄭畋・葛従周・周徳威・
符存審の二十三人を新たに従
祀し、それまでの呉起・孫
臏・廉頗・韓信・彭越・周亜
夫、段紀明・鄧艾・陶侃・
関羽・張飛・杜元凱・慕容
紹宗・王僧辯・呉明徹・楊
素・賀若弼・史万歳・李光
弼・王孝傑・張齊丘・郭元振
の二十二人の従祀を廃した
上、管仲は塑像として堂に置
き、呉起は画像として廡に置
くことを定めたとある。しか
し、清畢沅『続資治通鑑』巻
百二十七・紹興十六年（1146）

九月の条には、趙充国を塑像
として堂に置き、韓信を画像
として廡に置くことを定めた
と見え、少なくとも韓信はこ
の間に旧制に復して従祀名臣
に入っていたと考えられる。
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の十二人が堂内に塑像として置かれ、東廡には白起以下二十九

人が、西廡には呉起以下三十二人が画像として置かれ、太公望

の従祀七十二将が定められている [22]。

誰が名将であるのか、は祭祀に携わる官僚たちだけでなく、

直接かかわりのない世の人々の間でも話題になっていたことに

違いない。とくに生活に身近なところでいえば、この「老馮唐

直諫漢文帝」入話が、趙雲と伍子胥という、一見なんのつなが

りもないように見える二人がどうして門神として祀られるよう

になったのか、という縁起譚として機能していることは指摘で

きよう。秦瓊と尉遅敬徳の縁起譚ほど後世に広く伝わりはしな

かったものの、武成王廟の従祀名臣の物語に門神の物語をから

める発想自体は、「明太祖遊武廟」につながったものと思われ

る。

『宝文堂書目』に載る「馮唐直諫漢文帝」に現在と同じ入話

があったかどうかは不明である。現存の「老馮唐直諫漢文帝」

が載る『欹枕集』は嘉靖年間後半の刊行であり、この話柄が明

代以前にあったという記録は見出しえない。しかし「遊武廟」

の物語のうち、先行するのが「宋の遊武廟」の物語であること

は間違いないであろう。「宋の遊武廟」の物語はこれのみでは

ないためである。

雑劇『十様錦諸葛論功』

いわゆる「脈望館鈔校古今雑劇」の中に、『十様錦諸葛論

功』雑劇がある。作者名は不明であるが、元代の作と目される。

この『十様錦諸葛論功』は、話柄じたいは武成廟に従祀される

名臣を定めることにまつわるもので、前述の「老馮唐直諫漢文

帝」とは全く異なるものの、広い意味で「宋の遊武廟」の物語

の一つと考えられる。

この『十様錦諸葛論功』については、元の尚仲賢の作である

ともいわれている。

鍾嗣成『録鬼簿』のいわゆる繁本には、尚仲賢の項に『洞庭

[22]	 全員は以下の通り。白起・孫
臏・廉頗・李牧・曹參・周
勃・李広・霍去病・鄧禹・馮
異・吳漢・馬援・皇甫嵩・
鄧艾・張飛・呂蒙・陸抗・
杜預・陶侃・慕容恪・宇文
憲・韋孝寬・楊素・賀若弼・
李孝恭・蘇定方・王孝傑・
王晙・李光弼（以上東廡）・呉
起・田単・趙奢・王翦・彭
越・周亜夫・衛青・趙充国・
寇恂・賈復・耿弇・段熲・張
遼・関羽・周瑜・陸遜・羊
祜・王濬・謝玄・王猛・王鎮
悪・斛律光・王僧辯・于謹・
呉明徹・韓擒虎・史萬歲・尉
遅敬徳・裴行儉・張仁亶・郭
元振・李晟（以上西廡）。下線
を引いた末席の二人のみ唐の
六十四人と重ならない。
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湖柳毅伝書』・『張生煮海』など九種の雑劇の題名を載せるが、

その中に『武成廟諸葛論功』雑劇がある [23]。少なくとも同様

の物語を持つ雑劇を作っていたことは間違いないようだ。

また王国維は『宋元戯曲考』において、現存の『十様錦諸

葛論功』を無名氏撰とした上で、『輟耕録』所収の「金院本名

目」にある『十様錦』をこれと同内容であろうと同定してい

る [24]。譚正璧『話本与古劇』はやや大胆に、尚仲賢の『武成

廟諸葛論功』の別名を『十様錦諸葛論功』とし、『孤本元明雑

劇』所収本があることを述べた上で、「金院本名目」の『十様

錦』と題材を同じくすると述べる [25]。

『全元戯曲』は慎重に佚名撰とするが、孫楷第が『也是園古

今雑劇考』で『十様錦諸葛論功』を尚仲賢の作であると主張し、

厳敦易が『元劇斟疑』で尚仲賢作の「別本」であると述べたこ

とを受け、曲詞にある諸葛亮が琴を鳴らし、剣を弾いて奇跡を

起こしたことが関漢卿『単刀会』にも見えることを指摘し、基

本的には関漢卿の同時代人である尚仲賢の作とする意見に同意

する [26]。

本稿では現存の『十様錦諸葛論功』が尚仲賢の作であるかど

うかについて検討はせず、ひとまず「武成廟」を舞台とする

「諸葛論功」の物語が金代から、少なくとも元代には存在して

いたということのみ確認しておく。

現存の『十様錦諸葛論功』のあらすじは以下の通りである。

宋の太宗趙匡義のころ、中書侍郎李昉は命を受けて武廟

に祀る十三人の名臣と七十二将の座次を定めることに

なり、それを正末扮する吏部侍郎の張斉賢に依頼する。

（第一折）

正末扮する玉帝の使者が太公望のもとに現れ、武廟での

座次を定めることになったことを告げ、太公望・范蠡・

張良・孫武子・田穣苴・楽毅・白起・李靖・管仲・李

[23]	『録鬼簿』簡本には『諸葛論
功』の簡名のみが載り、『録
鬼簿』増補本には『受顧命諸
葛論功』とある。『校订录鬼
簿三种』郑州．中州古籍出版

社，1991.11。

[24]	『宋元戏曲考』，『王国维文学

论著三种』所収本，北京．商

务印书馆，2001.3。

[25]	『話本与古剧』譚正璧，上海．

上海古典文学出版社，1956.6。

[26]	『全元戲曲』北京．人民文學
出版社，1990.1。第七巻。



	 「明太祖遊武廟」物語の成立と展開（川）	 19	 「明太祖遊武廟」物語の成立と展開（川）	 19

勣・郭子儀・諸葛亮・韓信の十三人が集まる。三国の夏

侯惇と唐の張士貴が現れ、武廟に加えてもらうべく入っ

ていく。（第二折）

正末扮する張斉賢が第一位を太公望に定めたところで転

寝をすると、十三人が現れる。夏侯惇と張士貴は門前払

いを食わされる。太公望が座次を定めていくが、孫武子

に並ぶ位置に諸葛亮が配されると韓信が反論し、諸葛亮

と韓信が互いの十大功を述べ合う。諸葛亮は韓信の十大

罪を責め、これを太公望が認めてついに座次が定まる。

遅れてきた周瑜はやはり諸葛亮と論争するが勝てず、張

斉賢を逆恨みして切りかかる。張斉賢は目を覚まし、夢

であったことを知る。（第三折）

正末扮する張斉賢が李昉に報告し、李昉はその座次の判

断の由来をたずねる。張斉賢は夢で名臣たち自らがそれ

を決めたことを述べる。玉帝の使者の増福神が現れて慶

賀する。（第四折）

四折の北雑劇の構成ではあるが、芝居の中心は正末の唱には

なく、名臣たちが口々に述べる自らの功績の部分と諸葛亮と韓

信の論戦部分のセリフの念誦にある。

「老馮唐直諫漢文帝」の入話や史書と異なるのは、まず武廟

が太宗の時代に建てられていることである。李昉と張斉賢は実

在の人物であり時代も合うが、武廟の従祀の変化に関与したと

いう他の資料は見出せない。

前述の通り、宋代の武成王廟は、堂に塑像を配し、東西の二

廡に画像を配する形式になっていたと思われるが、上記の十三

人が同時に堂に祀られていた時期はないようだ。最も近いのは、

宣和五年に白起を除く十二人が堂内に塑像を祀られ、白起が東

廡の筆頭に定められたことであろう。

金の武成王廟も同じく堂に塑像を、東西の二廡に画像を祀っ



20	 中国都市芸能研究　第八輯

たが、李晟が画像から塑像に昇格され、李勣が降格されて画像

のみにされるなど、やはり上記の十三人が完全には揃わない。

『十様錦諸葛論功』が北雑劇であり、元代の作品と疑われる

以上、元の従祀の様相が重要になるが、元代には詳しい資料が

見出せず、従祀名臣の詳細は今のところ不明である。『元史』

巻七十六・志第二十七上・祭祀五・武成王には「孫武子・張

良・管仲・楽毅・諸葛亮以下十人を以て従祀せしむ [27]」とあ

り、他の名臣が従祀されていたのかどうかは分からない。少な

くとも唐代以来の名臣は入っていたようであるが、少なくとも

「十二人」と書かれておらず、『十様錦諸葛論功』と完全に一

致していたとは思われない。

以上のことから見る限り、『十様錦諸葛論功』は特定の時期

の様相を反映するものではなく、武成王廟の従祀名臣の、いわ

ば最大公約数的な配置を行っているものだといえる。

４．明代の武成王廟と歴代帝王廟

明代における、武成王廟の祭祀の変化は、唐から始まり宋・

金・元の各代に起こった変化を上回るものであったといえる。

洪武年間には、国家の祭祀としての武成王廟が廃されているの

である。洪武二十一年（1388）、太祖朱元璋は武成王の王号を

削り、武成王廟の祭祀を廃した。同時に太公望は改めて歴代帝

王廟に従祀することに決定した。詔には「太公は、周の臣にし

て、諸侯に封ぜられる。若し王を以て之を祀らば、則ち周の天

子と并ぶ [28]」とあり、そもそも太公望に武成王の位を冠する

ことを否定している。これは当時すでに国内の平定が成ってい

たことから、文治政治を打ち出すことと、また君臣の別を明確

にすることとの意味があっただろう。

これにより武成王廟の従祀名臣も廃され、歴代帝王廟には別

に従祀名臣を選んだが、これにも唐以来の歴代にはないほどの

変化があった。宋代からすでに武成王廟の従祀名臣には必ずし

[27]	 原文：以孫武子、張良、管仲、

樂毅、諸葛亮以下十人從祀。

[28]	 原文：太公周之臣，封諸侯，

若以王祀之，則與周天子並矣。

『明太祖宝訓』巻二・議禮に

見える。
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も尊崇に価しない人物が入っていることは指摘されてきた。そ

こで歴代帝王廟への従祀名臣は、武功だけではなく、君主への

忠義が重視されていたのである。

歴代の皇帝を祀ることはもちろん明代に始まったことではな

いが、その祭祀のあり方は大きく変化している。趙克生『明朝

嘉靖時期国家祭礼改制』第三章第二節において、この洪武年間

の改制について、京師に歴代帝王廟が建てられたこと、また伝

統的な帝王廟における君主と名臣との対応関係が崩されている

ことが歴代にない変化であったと指摘されている [29]。

もともと礼部から上がった三十六人の候補のうち、朱元璋は

自ら宋の趙普を外し、元の名臣のうち、木華黎をもって安童に

代え、阿朮を外し、漢の陳平・馮異、宋の潘美を加え、決定し

たのが以下の三十七人であった。

風后・力牧・皐陶・夔・龍・伯夷・伯益・伊尹・傅說・

周公旦・召公奭・太公望・召虎・方叔・張良・蕭何・曹

参・陳平・周勃・鄧禹・馮異・諸葛亮・房玄齡・杜如

晦・李靖・郭子儀・李晟・曹彬・潘美・韓世忠・岳飛・

張浚・木華黎・博爾忽・博爾瀕・赤老溫・伯顏（下線は

宋の武成王廟従祀名臣と重複）

三十七人のうち、太公望を含めたたった八名しか宋の武成王

廟と重ならない状況が、その選定基準の違いを示していよう。

またそれでもなお諸葛亮が入っていることから、諸葛亮がその

忠義によっても評価されていたことが読み取れる。

北京への遷都の後、この歴代帝王廟の祭祀は南京で続くこと

になり、皇帝が自ら参詣することがなくなったため、注目は大

きく薄れたものと思われる。その後大きな変化が起こるのは、

嘉靖年間になってからのことであった。

嘉靖帝は嘉靖十一年（1532）、歴代帝王廟を北京に移した。

[29]	『明朝嘉靖时期国家祭礼改制』，

赵克生，北京．社会科学文献

出版社，2006.6。
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いわゆる「北虜南倭」の外患を抱えた時期であり、中華の正統

を強調する意味があったのだろう。華夷の別をふまえた正統論

を受けて、嘉靖二十四年（1545）には元世祖フビライを歴代皇

帝から削り、それに伴い従祀名臣から木華黎以下の五人をも

削った。嘉靖年間に書かれた『七修類稿』[30]や『今言』[31]に

は歴代帝王廟の経緯が記され、当時の話題になっていたことを

伝えている。ちなみに南京の歴代帝王廟には塑像があったが、

北京の現在の位置に移されてからの歴代帝王廟の中には、皇帝

も名臣も「神位」と呼ばれる位牌のみが置かれ、塑像が作られ

ることはなく、これは後に述べる清代についても同じであった。

さらに、嘉靖十五年（1536）には、武成王廟の祭祀をおよそ

百五十年ぶりに復活させている。『野獲篇』巻三十三・補遺三

は「而して武成の廟は、直ちに嘉靖十五年四月に至りて、兵部

　議するに武学の太だ窄きを以てし、其の制を拓き、大興隆寺

の故址に改建せんことを請う [32]」と記し、北京の武学に武成

王廟を建てることになったことを詳しく述べる。さらに従祀

名臣については、「皆な宜しく唐制に仿うべしと言い、武成王

廟を立つ、其の配食せらるる者は、益すに尉繚子・黄石公・李

広・趙充国を以てし、宋将は則ち韓世忠・岳飛を増し、本朝は

則ち徐達・常遇春・張玉・湯和配享せらる [33]」と記す。

ここでいう「唐制」が誰を指すかの全ては明記されないが、

清初の孫承沢『天府広記』巻三・武学によれば名臣は以下のよ

うな構成であった。

孫武・呉起・田穰苴・尉繚子・黄石公・張良・韓信・李

広・趙充国・諸葛亮・鄧禹・馮異・関羽・張飛・李靖・

李勣・郭子儀・曹彬・韓世忠・岳飛・徐達・常遇春・張

玉・湯和（下線　　は唐代の武廟十哲と、下線　　は唐代の従

祀六十四将と重複）

[30]	 郎瑛『七修類稿』巻十二・国
事類・帝王功臣廟。

[31]	 鄭暁『今言』巻一。

[32]	 原文：而武成之廟，直至嘉靖

十五年四月，兵部議以武學太

窄，請拓其制，改建於大興隆

寺故址。

[33]	 原文：皆言宜仿唐制，立武成

王廟，其配食者，益以尉繚子、

黃石公、李廣、趙充國，宋將

則增韓世忠、岳飛，本朝則徐

達、常遇春、張玉、湯和配享。
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順位の変動が大きく、唐の制度そのままというには無理があ

るようではあるが、ともあれ明末まで武成王廟において国家規

模での祭祀が行われる制度が続いた。

『欹枕集』所収の「老馮唐直諫文帝」が読まれ、脈望館本の

雑劇『十様錦諸葛論功』が手抄されていたのは、まさにこのよ

うな状況のもとであったといえよう。「宋の武成王廟」はすで

に前代のものであったが、嘉靖年間後半には、現実の武成王廟

が話題にのぼる状況になっており、「宋の武成王廟」の物語を

享受するさい、現実の武成王廟とその従祀名臣を連想すること

ができたことになる。

５．清代の「明太祖遊武廟」の物語

明代末年まで「宋の遊武廟」の物語が生き残るに至った状況

は上に述べた通りであるが、清代になってからは、「宋の遊武

廟」の物語は演劇や小説となった例が見出せず、また先に現れ

ていた小説や元曲も、清代になってから読み物として、あるい

は上演される演劇として、物語を伝達できるほど広まっていた

と考えるのは難しい。

しかしいっぽうでは清代後期に「明太祖遊武廟」の物語が

あったことは間違いなく、演劇や芸能として行われ、唱本も比

較的多く残っている。もちろんその物語は『雲合奇蹤』乙本に

よって広く知られていくことになったのであるが、したがって

清代初期にも何らかの媒体によって武成王廟をめぐる物語は伝

えられてきていたはずである。

まず、『遊武廟』の演目が作られた結果として残った唱本の

分析から行うこととする。

『遊武廟』の演目自体の記録は、今のところ清朝の宮廷で咸

豊十一年（1861）に演じられたというものまで時代を下り、そ

れ以前のものを見出せない。これは山東の老生董文が、英仏連

合軍の侵攻により熱河行宮に逃れていた咸豊帝のために演じ
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たものであり、『沙陀国』・『陳宮放曹』・『撃掌』・『文昭関』・

『南陽関』などとともに『遊武廟』の演目が見える [34]。王芷

章『中国京劇編年史』はこれを咸豊期に新たに見出せるように

なった劇目とする [35]。これを『遊武廟』の演目の成立の下限

と考えることができよう。

『遊武廟』の現存の抄本も、いずれも清代後期から清末にあ

たるものといえる。

京劇『遊武廟』

『清蒙古車王府曲本』には、京劇の抄本『遊武廟』一種が収

められる [36]。ここでは京劇車王府本と呼ぶ。この抄本の内容

は、後に演じられ続ける京劇『遊武廟』と大きく変わるもので

はない。あらすじは以下の通りである。

朱元璋は武廟に向かう。廟の建物の外の趙雲像と、隋末

の王伯当像を、功績を認めて廟内に入れるよう命ずる。

殿内の太公望をはじめとした各代の名臣を見ながら進ん

でいくと、ある功臣の像があり、劉基に尋ねると楚の伍

子胥だという。朱元璋は伍子胥の不忠を難じて自ら塑像

を砕く。さらに韓信像をも同じく砕き、張良像の前では

張良を激しく罵る。朱元璋は気づいて後悔するが、劉基

は辞職を決意する。

先に紹介した『雲合奇蹤』乙本と比べると、登場する名臣の

名前は非常に多い。展開に関わる王伯当と韓信はもちろん、そ

の他にも、じっさいに武成王廟の従祀名臣である管仲・孫武子

などの名が見え、通俗文芸の影響と思われる秦叔宝・羅成・薛

仁貴などの名もある。

この京劇車王府本には、武成王廟を建立したさい、趙雲と王

伯当の像が廟の外に置かれていることについて、「趙普先生把

本奏」と趙普の奏上によるものとする。趙雲が門神になった話

[34]	 王芷章『中国京剧编年史』北
京．中国戏剧出版社，2003.10。
咸豊十一年の項。

[35]	 同上。

[36]	『清蒙古車王府曲本』はいわ
ゆる「車王府曲本」のうち北
京の首都図書館現蔵の唱本に
拠る。
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柄については、本稿第３節で見た「老馮唐直諫漢文帝」の入話

では、太祖趙匡胤と趙普ではなく、真宗趙恒と張詢の話として

伝えられていた部分である。

いっぽう台北の中央研究院傅斯年図書館所蔵の唱本からな

る『俗文学叢刊』には、抄本『遊武廟』が二種収められてい

る [37]。ここでは仮に京劇傅斯年本甲本および乙本と呼ぶ。こ

れらは京劇車王府本とかなりの部分で歌詞は重なるのだが、上

記の「趙普先生把本奏」の歌詞については、京劇傅斯年本甲本

の該当部では「鉄筆官児把本題」とかかれ、「官児」の横には

「先生也可」と別の歌詞でもよいことが注されている。この部

分は京劇傅斯年本乙本では「掌朝官員奏主知」という歌詞であ

り、いずれも趙普の名はない。この部分に関しては、京劇車王

府本により具体的に「宋の遊武廟」の物語の影響を見て取れる。

子弟書『遊武廟』（図２）

いっぽう、同様に『清蒙古車王府曲本』に収められる『遊武

廟』と題する俗曲には、他に子弟書がある。傅斯年図書館にも

同題同内容の子弟書が所蔵されており、『俗文学叢刊』にも収

められているため、これらを子弟書車王府本、子弟書傅斯年本

と呼んでおく。

子弟書車王府本・子弟書傅斯年本は基本的に全体に渡って歌

[37]	 電子目録にはもう一種の演劇
台本を載せ、書号は K-808
とある。また朱元璋の登場詩
も異なるようである。

図２　子弟書車王府本『遊武廟』

「管部先生把本題」の字が見える。

「管」は俗字で、管仲の名にも同

じ字体が使われている。詞が共通している。これが京劇と異なる

のは、参詣しているのは「宋の武成王

廟」であるはずなのにも関わらず、途中

に『雲合奇蹤』甲本にも見られる、劉邦

像に三杯の酒を捧げる話柄が入り、明ら

かに歴代帝王廟を指している点である。

また最後に劉基が辞職を願い出るさい、

かなり詩句は異なるものの、朱元璋が本

稿冒頭に掲げた八句の詩を劉基に贈る場

面もある [38]。

[38]	 自從濠梁起義師，先生妙策定

華夷。神機妙策扶我朕，鼎鼐

調和功自奇。卿今欲效商山客，

成仙得道上天梯。蓬莱去與神

仙會，只因你看破紅塵把朕離。

子弟書における送別の詩は以
上の通り。本稿冒頭と比べる
と字句は大きく異なるが、ふ
まえていることは間違いない
と思われる。
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つまり子弟書は、この詩を贈る場面を持っていることに関し

ていえば、京劇はもちろん『雲合奇蹤』乙本と比べても、『皇

明英烈伝』やそれが基づく史書・筆記以来の、劉基が辞職する

さいの古い話柄を取り入れているということになる。

また、前述の通り京劇には劉邦像に三杯の酒を捧げる話柄は

ないのだが、趙雲・王伯当の門神の話柄が終わり、殿内に入っ

て太公望の像の前に来たとき、京劇車王府本・京劇傅斯年本甲

本・乙本ともに「焚香又奠酒三杯」の歌詞がある。これは後述

の京韻大鼓にも「該值官奠上酒三滴」という歌詞として残って

おり、後世にも引き継がれたものと思われるが、とくにこの歌

詞の必然性はない。

前述の通り子弟書では、「朕当多敬酒三卮」と劉邦像に酒を

三杯捧げるのだが、物語のこの箇所に酒を捧げる歌詞が先にあ

り、それを子弟書が劉邦像の話にふくらませた、と考えるより

は、京劇が子弟書もしくはその来源の作品にあった劉邦像に酒

を捧げる場面を削った、と考えるほうが自然ではないだろうか。

また、上記の京劇車王府本における「趙普先生把本奏」と

いう歌詞は、子弟書では「管部先生把本題」とする。これを

はじめ上記の通り「鉄筆先生」という歌詞がありうることか

ら、何らかの形で官員について指す言葉であろうと解していた

が、「趙普先生」の歌詞と対照すると、人名かとも疑われた。

これについて、「明太祖遊武廟」の話に限って捜索する限り、

他の演劇や芸能にも関連すると思われる資料は見当たらないが、

再び捜索の範囲を「宋の遊武廟」の物語にまで広げてみると、

「管部先生」の典拠を見出すことができた。

院本『十様錦』

1996 年、山西省東南部、上党の古称を持つ地方における楊

孟衡氏らのフィールドワークによって、「賽社」と呼ばれる土

地神の祭りに用いられる祭文やその時演じられる演劇の台本が

収集され、整理されて『上党古賽写巻十四種箋注』にまとめら
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れた [39]。そのうち、『賽楽食雑集』と名づけられた演劇の二種

の台本集に、「武成廟」の劇がある。

原題は無く、末尾に「趙太祖立登龍位　修武廟□□□□　奪

座位韓侯闘智　十様錦諸葛論功」とあり、基本的には元雑劇

『十様錦諸葛論功』と同じ物語を演ずるものであるが、曲牌を

用いず、途中にはまるで小説のような三人称の語りが入る。こ

れを楊孟衡氏は「詩讃体」の演劇形式を保つものであり、現地

での呼称に合わせて「院本」と呼んでいる。当然「金院本名

目」の『十様錦』が想起され、それが保存されたものだとも考

えられるが、ここではその当否はひとまず置く。

本稿ではこれを仮に院本『十様錦』と呼ぶが、まず、この院

本『十様錦』抄本が清代嘉慶九年（1804）のものであり、清代

後期まで、少なくとも祭祀の文脈に限れば「宋の遊武廟」の物

語が生きていたことを確認しておく。

この「武成廟」に登場する人物は、雑劇『十様錦諸葛論功』

のように完全ではなく、太公望・諸葛亮・韓信の主要人物三人

の他には張良・管仲・孫武・白起・楽毅しか登場しない。

雑劇『十様錦諸葛論功』との違いとしては、構成から見ると

雑劇『十様錦諸葛論功』の第四折にあたる部分はほとんどなく、

周瑜に斬りかかられた担当の役人が目覚めてすぐに劇は終わる

ことになっていることなどが挙げられるが、中でも重要だと

思われるのが、雑劇『十様錦諸葛論功』では、皇帝・命を受け

る臣下・実務の担当者が、前述の通り太宗・李昉・張斉賢とい

う三人であるのに対し、この「武成廟」ではそれぞれ太祖・趙

普・楊関部という三人とされている点である。

この「武成廟」の物語については、喬健等『楽戸　田野調査

与歴史追踪』第八章「楽戸与中国音楽及戯劇」もやはり同地の

賽社のための演劇抄本を入手し、詳しく述べている [40]。こち

らは題名を『十様錦諸葛論功』とする。引用部の字句に細かな

異同があるため、上記の二者とは異なる抄本に拠ったようだが、

[39]	『上党古賽写巻十四種箋注』，
楊孟衡，台北．施合鄭基金會，
2007.7。

[40]	『乐戸	:	 田野调查与历史追

踪』乔健・刘贯文・李天

生，南昌．江西人民出版社，

2002.8。
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原本の手抄年代は記されていない。ただし、末尾の四句をこち

らは「趙太祖立登龍位　修武廟関部監工　奪座位韓侯闘智　十

様錦諸葛論功」としており、『賽楽食雑集』で判読不能だった

箇所を埋めることができる。本稿では以下、上記の二者を総称

し、現地における呼称を採って院本『十様錦』と呼ぶ。

この題名にもある「関部」は、『賽楽食雑集』所収の院本

『十様錦』で、太祖趙匡胤の依頼を受け、武廟を建立すること

になった趙普が、その人選を依頼する「翰林院学士楊関部」な

る人物を指す。この「楊関部」は登場以降、「関部」という名

で呼ばれ続けることになる。この人物について楊孟衡氏は論文

「古賽賛詞考」で、「文中の『関部』はあるいは『関播』の誤

りではないかと考えている。その人物ならば確かに武成王廟の

建成と関連がある [41]」と述べ、『新唐書』巻十五「礼楽志」五

の貞元二年（786）に、当時の刑部尚書関播が、孔門十哲は当

時の弟子だが、今の武廟十哲は時代もばらばらでこれに対応す

るものではない、と奏議を出し、以降は「唯だ武成王及び留侯

（張良）のみ享け、諸将は復た祭らず [42]」と定められたという

記事を引く。

この論は妥当なものと思われ、本稿ではこれに子弟書に見え

る「管部先生」が「関部先生」の音通であり、子弟書が少なく

ともこの部分においては京劇よりも古い層にある証拠となるこ

とを指摘しておく。これをふまえれば、京劇に見える別の歌詞

はこの「管部先生」の意味が分からなかったためか、「宋の遊

武廟」の物語において、より有名な趙普に書き換えたためかに

よってできたものと考えられよう。

また、院本『十様錦』が、従祀名臣を登場人物として扱い、

それに意思を持たせていることも重要であろう。『雲合奇蹤』

乙本が採用した、朱元璋の評価によって塑像が自ら動き涙を流

すという筋立てについては、『雲合奇蹤』甲本から存在する元

の世祖像が涙を流した話柄と、この院本『十様錦』のような、

[41]	 原文：疑文中“关部”抑或唐

代“关播”之误，其人确与建

庙有关。「古赛赞词考」，杨

孟衡，『中华戏曲』第 28 辑，

2003.5。

[42]	 原文：自是，唯享武成王及留

侯，而諸將不復祭矣。
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歴代名臣が登場人物として現れる演劇からの影響であると考え

られる。

上記の院本『十様錦』は、今のところ山西でしか確認できず、

北京とのつながりを考えるのは容易ではないかに思われる。た

だし、『楽戸　田野調査与歴史追踪』がその経緯を詳しく述べ

るように、賽社の演劇を清代まで伝えたのは山西の楽戸であ

り、明代に宮中の教坊司を支えていたのもまさしく山西の楽戸

であったことは指摘できる。清初は明の旧制を受け継いでいた

ため、宮中に同様の演目が伝えられていた可能性はあろう。

「明太祖遊武廟」の物語には、北雑劇や南戯伝奇はもちろん

崑曲などには見出せず、演劇としては京劇や梆子腔諸劇、語り

物としては子弟書や鼓詞にのみ見られるという状況も、知識人

が作った演劇によってではなく芸人たちによって「宋の遊武

廟」の物語が伝えられたためではないか。

また楽戸は雍正年間にその制度を解かれ、良民となることを

許された経緯があり、これが現存の「明太祖遊武廟」の物語が

ことさらに明の朱元璋の狭量さを描く遠因になっていることも

考えられよう。

加えていえば、子弟書・京劇ではともに冒頭に趙雲とともに

王伯当が登場するが、これについては、「宋の遊武廟」の前述

の話柄が、趙雲と伍子胥が門神になった縁起譚として読むこと

ができることを考えれば、王伯当が門神となっている前提が必

要になる。少なくとも旧時の北京では、王伯当が門神として使

われる例はあり、また門神は自らの出身の地域の英雄を飾るこ

とがあったという [43]。ちなみに、王伯当の故里は山西長治で

ある。

ともあれ、清代において「宋の遊武廟」の物語が生き残って

いた情況は確認でき、子弟書の中にはそれを受け継ぐと思われ

る部分もあることが判明した。

では、なぜ清代に「明太祖遊武廟」の物語が生まれたのであ

[43]	『想不到』第 1 辑，阿杜主
编，北京．中国言实出版社，

2003.4	によれば、王伯当は謝
映登と対になり、手に弓を持
つ門神はこの一対のみだとい
う。また河南人は趙雲・馬超
を、陝西人は孫臏と龐涓を飾
るなどしたと述べる。
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（1672）の重建で現在に続く規模が定め

られており、諸葛亮の故地南陽の武侯祠

は康熙年間だけで五度の改修が行われ、

康熙五十年（1711）には中でも最大の規

模で改修された [44]。

また趙雲が没したとされる四川大邑で

は、康熙十年（1671）に県知事の李徳耀

が子竜廟を再建し、絶えていた祭祀を復

活させている [45]。

いっぽう、清代からは国家規模での武

図３　帝王廟祭祀図

『古今図書集成』所載。清初の歴

代帝王廟の様子を示す。建物の構

造は明代から受け継がれている。

元太祖・元世祖の文字が見えるこ

とから、康熙六十一年に改められ

る以前の配置であることが分かる。

ろうか。そこには再び現実の祭祀における名臣たちへの評価が

関わっていたと思われる。

６．清代の歴代帝王廟

第４節で述べたように、歴代帝王廟は嘉靖年間に北京に移さ

れ、同時期に武成王廟が復活したが、清代になると、明初と同

様に再び歴代帝王廟の従祀名臣が武成王廟の従祀名臣の役割を

兼ねるようになったと思われる。また清が満洲族の王朝であり

ながら中華の正統を受け継ぐことを示す意味でも、歴代帝王廟

の祭祀は重要なものとなった。（図 3）

順治帝・康熙帝・乾隆帝のそれぞれの時期に増祀が行われて

おり、詳細は表１にまとめたが、従祀名臣について変化があっ

たのは劉基ら九人が増祀された順治元年（1644）、潘美と張浚

が削除された順治十七年（1661）、そして四十人もの名臣が増

祀された康熙六十一年（1722）である。

この康熙六十一年の増祀は、康熙帝の遺詔を実現する形で雍

正帝により行われたものであるが、全体としては歴代の宰相や

文官が多い中で、ひとり趙雲が目を惹く。

康熙年間には、三国時代、とくに蜀漢の名臣に対する祭祀を

強化した傾向が見出せる。たとえば成都の武侯祠は康熙十一年

[44]	『诸葛亮与武侯祠』，诸葛亮与

武侯祠编写组，北京．文物出

版社 ,	1977.6。

[45]	 乾隆年間の『大邑県志』巻
四・芸文は李徳耀の「漢順平
侯趙将軍墓祠碑記」を載せる。
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歴代帝王廟　皇帝、従祀名臣表

皇帝 名臣

洪 武 六 年
（1373）

伏羲、神農、黃帝、少昊、顓頊、
帝嚳、唐堯、虞舜、夏禹、商湯、
周武王、漢高祖、漢光武、唐太宗、
唐高祖、宋太祖、元世祖（17）

洪武二十一
年（1388）

同上（17） 風后、力牧、皐陶、夔、龍、伯夷、
伯益、伊尹、傅說、周公旦、召公
奭、太公望、方叔、召虎、張良、
蕭何、曹參、陳平、周勃、鄧禹、
馮異、諸葛亮、房玄齡、杜如晦、
李靖、李晟、郭子儀、曹彬、潘美、
韓世忠、岳飛、張浚、木華黎、博
爾忽、博爾術、赤老溫、伯顔（37）

嘉靖十一年
（1532）

同上（17） 同上（37）

嘉靖二十四
年（1545）

元世祖削除（16） 木華黎以下五人削除（32）

順 治 元 年
（1644）

唐高祖削除
遼太祖、金太祖、金世宗、元太祖、
元世祖、明太祖増祀（21）

張巡、許遠、耶律赫嚕、尼瑪哈、
斡里雅布、穆呼哩、巴延、徐達、
劉基増祀（41）

順治十七年
（1660）

遼太祖、金太祖、元太祖削除
商中宗、高宗、周成王、康王、漢
文帝、宋仁宗、明孝宗増祀（25）

潘美、張浚削除（39）

康熙六十一
年（1722）

隋文帝、煬帝、明神宗、光宗、熹
宗を除く歴代皇帝増祀（164）

倉頡、仲虺、畢公高、呂侯、仲山
甫、尹吉甫、劉章、魏相、丙吉、
耿弇、馬援、趙雲、狄仁傑、宋璟、
姚崇、李泌、陸贄、裴度、呂蒙正、
李沆、寇準、王曾、范仲淹、富弼、
韓琦、文彥博、司馬光、李綱、趙
鼎、文天祥、呼嚕、博果密、托克
托、常遇春、李文忠、楊士奇、楊
栄、于謙、李賢、劉大夏増祀（79）

乾隆四十九
年（1784）

明建文帝（元年に増祀）、東西晋、
北魏、五代の歴代皇帝増祀（188）

同上（79）

（皇帝・従祀名臣の括弧内は合計人数）
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成王廟の祭祀の制度が廃され、それに代わってすでに明の万暦

年間にはすでに武神の中では最も高位といえる「三界伏魔大帝

神威遠鎮天尊関聖帝君」の称号を得ていた関羽の、いわゆる関

帝廟がその位置を徐々に占めるようになり、「武廟」の名も関

帝廟を指すことがある状況が現れてくる。

そうした文脈を見ればいちおうこの時点での趙雲の増祀は理

解できよう。

そして歴代帝王廟の従祀名臣が、もはや国家の祭祀としては

行われない武成王廟の位置を譲り受け、そこに大きな変動が

あったとき、かつて「宋の遊武廟」の物語が起こったように、

通俗文芸にも反応が起きたのではないだろうか。

現在まで確認できる「明太祖遊武廟」の各種の物語の中で完

全に共通するのは、ただ一人、趙雲が門神の位置から殿内に入

ることだけである。

中でも『雲合奇蹤』乙本の展開に着目すると、京劇では伍子

胥・韓信の像が、子弟書では加えて張良の像もいずれも壊され

てしまうのに対して、『雲合奇蹤』乙本では趙雲の像は殿内に

入り、伍子胥の像は殿外に走り出て行き、そして張良像は涙を

流しはするものの、あくまで殿内に留まるのである。

これは最終的に趙雲が従祀名臣に加わり、伍子胥がその列に

入っておらず、張良が変わらずもとのまま従祀名臣に入ってい

る、という康熙六十一年の増祀の状況と符合する。

「宋の遊武廟」の物語のうち、「老馮唐直諫漢文帝」は、前

述の通り趙雲が門神に祀られるようになった縁起譚としても

はたらいていたと思われる。そして「明太祖遊武廟」に至って、

物語は趙雲が歴代帝王廟の従祀名臣に祀られるようになった縁

起譚としての意味をも持つようになったと解することができよ

う。

現実の歴代帝王廟に近く、物語を生む刺激を受けやすいこと、

また子弟書に最も古い要素があることから見ても、「明太祖遊
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武廟」の物語の発生が、北京で起こった蓋然性は高いと考える。

本稿では「明太祖遊武廟」の物語は、「宋の遊武廟」の物語

から、康熙末年の歴代帝王廟への従祀名臣の増祀を受けておそ

らく詩讚系の語り物芸能の形で生まれ、その後、いわゆる乾隆

禁書の影響で『皇明英烈伝』の版本が消えていく時期もしくは

その前に、『雲合奇蹤』甲本に取りこまれて『雲合奇蹤』乙本

を生み、「宋の遊武廟」物語の一部を残したまま、子弟書や演

劇に改編されていった、と位置づけておく。『雲合奇蹤』乙本

と演劇・芸能の『遊武廟』は互いに親子の関係でなく、兄弟の

関係に当たるであろう。

７．その後の「明太祖遊武廟」の物語

清末から中華民国期にかけて、「明太祖遊武廟」の物語は各

地の演劇・芸能で行われるようになっていった。

その中の代表ともいえる京韻大鼓『遊武廟』は、名芸人とう

たわれ、「鼓界大王」と呼ばれた劉宝全の得意演目として知ら

れた。これは子弟書をもとに改編したものとしばしば書かれる

が、全体の歌詞を見る限りどちらかといえば京劇の古抄本によ

り近い。また第６節に述べた趙普と「管部」をめぐる部分では、

歌詞はやはり「趙普先生把本題」となっている。ちなみに同時

代の芸人張小軒もこれを得意とし、両者がうたっていたものは

少しく歌詞が異なっていたというが、現在では張小軒のものは

失伝しており、劉宝全のものが伝承されている。

京劇においては、『伝統劇目匯編　京劇』第十一集所収の

『遊武廟』は、清末抄本に基づいているが、これも京劇車王府

本に比較的歌詞が近く、該当箇所は「趙普先生把本奏」となっ

ている [46]。

ただし、現在演じられる京劇『遊武廟』は、京劇俳優の宋宝

羅が自ら劉宝全がうたった京韵大鼓の歌詞を下敷きに、自らの

創作をも加えて作ったものだと語っている。1950 年代に宋宝

[46]	『传统剧目汇编　京剧』第

十一集，上海．上海文艺出版

社，1959。
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羅が杭州から北京に移り、李万春が率いる北京市京劇一団で演

じたさいにも、この劇を演じたという [47]。

『京劇劇目初探』によれば、漢劇・湘劇・秦腔・徽劇・滇

劇などで『遊武廟』が演じられているといい [48]、『中国梆子戯

劇目大辞典』によれば西路秦腔・南路秦腔・山西蒲州・中路

梆子・豫劇・宛梆に『遊武廟』の演目が見られるというが [49]、

当然これらのみには留まらないことは予測できる。

語り物芸能においては、民国期の出版にあたる数種の鼓詞の

活字本が確認されているが、今のところ歌詞を確認できる範囲

では、件の歌詞は「趙普先生把本題」になっている [50]。『中国

伝統鼓詞精彙』はこれを「内有奸臣把本題」とするが、明らか

に後から改めたものであろう [51]。

演劇にせよ語り物芸能にせよ、各地に伝わる『遊武廟』が、

どの層にあたるものなのか、網羅的に調査する必要がある。そ

のさい、今回検討した各種のテクストを、物語と歌詞の伝播の

状況を探る基準にすることができるだろう。

いっぽう山東の西河大鼓、江蘇の蘇州評話・揚州評話などは

「英烈伝」の物語を長編の鼓詞で演ずることで知られるが、そ

れらはいずれも物語が「明太祖遊武廟」の部分まで行き着かな

いため、必然的にこの一段はない。

しかし、「明太祖遊武廟」の物語が長編に見られないわけで

はない。たとえば民国期の『絵図燕王掃北』四巻二十四回の

第一回の題名は「都金陵明太祖即位　遊武廟劉伯温辞朝」であ	

る [52]。

８．おわりに

『雲合奇蹤』乙本に見える「明太祖遊武廟」の話柄は、先行

する物語として「宋の遊武廟」の話柄を持っていた。「宋の遊

武廟」の原型は、おそらく宋代の武成王廟に従祀名臣が定めら

れた時点から遠からぬ時期にすでにできあがっていたものと思

[47]	『 宋 宝 罗	 艺 术 之 窗 』

“三辞朝”：【张良辞朝】

【刘基辞朝】【太君辞朝】

http : / /b log . s ina . com.cn/ s /

blog_5310e3510100caoy.html　

に本人の談話を載せる。

[48]	『京剧剧目初探』上海．上海

文化出版社，1957.12。

[49]	『中国梆子戏剧目大辞典』太

原．山西人民出版社，1991.11。

[50]	 東京大学東洋文化研究所双紅
堂文庫所蔵本・早稲田大学図
書館風陵文庫所蔵本等。

[51]	『中国传统鼓词精汇』，陳新

主編，北京．华艺出版社，

2004.3。

[52]	 中国国家図書館所蔵本等。



	 「明太祖遊武廟」物語の成立と展開（川）	 35	 「明太祖遊武廟」物語の成立と展開（川）	 35

われるが、金・元にも従祀名臣をめぐる大きな変化が続き、そ

れに応じるように元曲『十様錦諸葛論功』のような演劇が生み

出されてきた。

明初には武成王廟が廃され、それにまつわる物語も盛んに行

われていたとは考えづらいが、嘉靖年間に至って武成王廟が復

活したため、「宋の遊武廟」の物語も前代の事件を同時代の事

件として読みかえることで生き残ってきたものと思われる。

清初にはすでに娯楽としての読み物や芝居の上演において

「宋の遊武廟」の物語が流行する素地はなくなっていたが、祭

祀の場で行われる演目としてそれが保存されていた。そして仮

想の武成王廟が、現実の歴代帝王廟を通して理解されるように

なっていく状況の中で、康熙末年の大規模な従祀名臣の増加が

起こることで、「明太祖遊武廟」の物語は現在見られる姿を得

たのではないだろうか。

基本的にはその由来が前代の「宋の遊武廟」の物語にあるた

め、「明太祖遊武廟」の物語は独立性が高いものであり、清の

宮廷で行われていた明朝開国を演ずる演劇から、現在の京劇を

はじめとする各種の地方戯でも、この物語と前後に直結する朱

元璋を中心とした演目は存在しない。そのため明初の物語の読

み物としてはほぼ唯一定着していた小説『雲合奇蹤』が「明太

祖遊武廟」物語を取り込むことで、物語の全体を知る読み物と

しての役割を果たすことになった。ただし、『雲合奇蹤』はや

はり基本的には洪武帝の偉業をたたえる部分が多く、「明太祖

遊武廟」物語を取りこむ上でもちぐはぐな部分が目立つ。

いっぽう清代後期に台頭するいわゆる『明英烈』の長編語り

物芸能は、朱元璋の出身伝の前半に比重が置かれ、統一後の話

である『遊武廟』までたどりつかない。けっきょく「明太祖遊

武廟」の物語は、長編語り物芸能としては、朱元璋と劉基の物

語であるにも関わらず、いわゆる『明英烈』の中には入らず、

その後の時代を扱う『燕王掃北』の冒頭として扱われることに
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なったのである。

小説と長編語り物に物語の全景を眺め渡す機能を預けて、

「明太祖遊武廟」物語は短編で演じやすい演目『遊武廟』とし

て全国に伝播したといえよう。
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海寧皮影戯形成考

千田　大介

はじめに

中国演劇史研究において、皮影戯―スクリーンの背後から

皮革で作り彩色した半透明の人形（影人）を投影して演ずる影

絵人形劇―は、演劇としての性格を持ちながらも、実際に人

が演じないという意味では説唱芸能的でもあるという性格が災

いして、演劇研究からも俗文学研究からもともすれば閑却され

がちであり、微妙な位置に置かれている。しかるに皮影戯は、

かつて広く中国全土で行われていた伝統芸能であり、各地域の

社会や文化を映し、またすでに人戯―人が演ずる劇―では

廃れてしまった曲調や物語が保存される例が見いだされるなど、

その演劇史・文化史的な価値は極めて高い。

かかる見地から、筆者は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」現地調査部門「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」の研究

題材として浙江省嘉興市で行われている海寧皮影戯を取り上げ、

現地調査や文献資料の検討を通じて、その芸能としての特色と

現状について明らかにしてきた（千田大介 2008、2010）。

本稿は、これまでに行ってきた調査・研究の成果を踏まえて、

声腔（音楽体系）・レパートリー・影人造形などの側面から、海

寧皮影戯の形成時期を考究するものである。考究にあたっては、

近年研究が進展している清代江南地方演劇史の成果を援用し、

海寧皮影戯の演劇史における位置づけと価値とを明らかにした

い。

＊	 本稿は、平成 17 ～ 21 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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1	 海寧皮影戯開台戯考

1-1	〔長腔〕と乱弾

海寧皮影戯のレパートリーは、武戯（立ち回りもの）を中心と

し上演の初めに演じられる開台戯と、恋愛もの・世話ものなど

を演ずる上演の眼目―正本戯とに分かれる。開台戯と正本戯

では使用する声腔が異なっており、前者は乱弾（弋陽腔とも称す

る）を用い、〔回竜〕・〔三五七〕・〔文二凡〕・〔文三凡〕・〔武二

凡〕・〔武三凡〕などの曲調がある。後者は〔長腔〕（正音腔・專

腔・塩曲・阿拉腔・高腔などとも称する）という曲調を中心に、多

くの曲牌（小曲）を併せ用いる。このように二つの異なる声腔

を包含することから、海寧皮影戯は多声腔劇種であると言える。

しかし、〔長腔〕と乱弾が完全に合流したのはそう古いこと

ではない。

“ 海塩腔 ” と “ 弋陽腔 ” は、かつて対峙するかのように

海寧の東西に分かれていた。塩官以西は弋陽腔を主調と

し、塩官の東北一帯は長腔を基調としていた。……近代

になって “ 海塩腔 ” と “ 弋陽腔 ” はようやく合流し始め

た。[1]	 （崔金華 2007	p.50）

“ 近代 ” と見えるが、具体的年代は書かれていない。

その年代を考える上で一つの材料となるのが、上海七宝鎮の

皮影戯である。七宝鎮の皮影戯は海寧皮影戯の流れをくむもの

で、その鼻祖である毛耕漁が、光緒初年に金山衛で海寧皮影戯

を学び、光緒六（1880）年に七宝鎮で初演したものである [2]。

七宝皮影戯の主要伴奏楽器は、笛・糸竹（二胡）である。海

寧皮影戯の〔長腔〕では笛子が主伴奏楽器だが、乱弾では、主

吹が曲調によって笛と板胡（京胡とほぼ同じ）いずれかを演奏す

る。七宝皮影戯の伴奏楽器は笛子と二胡であるから、〔長腔〕

[1]	 “海盐腔”和“弋阳腔”，曾一

度如楚河汉界，分驻东西两地，

即盐官以西以弋阳腔为主调 ;

而盐官以东北片，却以长腔

为基调。……到近代，“海盐

腔”和“弋阳腔”才开始合一。

[2]	 『上海県誌』p.1283。
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のみを歌っていることになる。それは、光緒初年に金山衛で上

演していた海寧皮影戯の劇団から継承したものであり、この時

期にはまだ〔長腔〕と乱弾が合流していなかったことがわかる。

ここから、〔長腔〕と乱弾は、光緒年間から民国初年にかけ

て、すなわち二十世紀はじめに合流したものと推測される。

1-2	『古塩官曲』

海寧皮影戯の起源について、先行文献のほぼ全てが、『都城

紀勝』・『夢梁録』に見える南宋臨安の皮影戯と結びつけ、宋の

南渡によって皮影戯がもたらされたとしている。しかし、南宋

皮影戯が現在の海寧皮影戯に直接結びつくことを示す資料は存

在しない。人戯においては、「世の曲調は、三十年ごとに一変

する」[3]（王驥徳『曲律』）と言われるように、演劇で歌われる曲

調は流行り廃りが激しい。例えば余姚を尋ねてももはや余姚腔

を聞くことはできないのであって、海寧皮影戯についても、地

理的に近いとはいえそれが臨安の皮影戯をそのままに継承する

ものであるとは見なしがたい。

海寧皮影戯に関する最も古い確固たる資料は、査岐昌『古塩

官曲』に見える以下の詩（竹枝詞）である。

新年の影絵人形劇が灯火を集め、

鐘太鼓が村々で夜の窓辺を賑わせる。

つややかに語る長安のよき役者ども、

衣を燻して高らかに弋陽腔を歌う。

（影絵人形劇は漢の武帝の時代、斉の人・少翁より始まることが

『捜神記』に見える。わが郷里では春にこの芸能が最も盛んに演

じられる。また、役者は長安鎮の出身であり、率いて弋陽腔を歌

う。）[4]

査岐昌、字は薬師、号は岩行、乾隆七（1742）年の諸生。海

寧の望族・査氏の一族で、査慎行の孫にあたる。科挙の成績

[3]	 世之腔調，每三十年一變。

[4]	 新年影戲聚星缸，金鼓村村鬧

夜窗。艷說長安佳子弟，薰衣

高唱戈陽腔。（影戲始自漢武時齊

人少翁，見《搜神記》。吾鄉春時最

多此伎。又俳優出長安鎮，率唱戈

陽腔。俗呼優人為子弟。）
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[8]	 至嘉靖而弋陽之調絕，變為樂

平，為徽青陽。

には恵まれなかったが、詩名があり、『岩門詩集』・『南燭軒詩

話』などの著作がある [5]。

『古塩官曲』の記述から、皮影戯の芸人は多くが海寧の長安

鎮出身であること、春節に最も多く演じられること、農村で演

じられていることなどがわかるが、これらの特色は、千田大介

2008・2010 で述べた、中華民国時期の海寧皮影戯と合致し

ている。さらに、声腔が弋陽腔であることもわかる。

『古塩官曲』には年記がないが、序に以下のように見える。

私は若い頃『海郷竹枝詞』十章をものしたが、原稿は長

い間にどこかに行ってしまった。近ごろ、わが町の地方

誌を改めて編纂すると聞いたので、いささか風俗地理に

ついてものし、逸事を収集し、雑詩百首を成した。[6]

査岐昌は地方誌の執筆家としても知られており、『柘城誌』・

『帰徳府誌』などの編纂に参与している。また乾隆年間に海寧

知県を務めた金鱉が編纂した『海寧県誌』は、多くが査岐昌の

筆に出るという [7]。乾隆『海寧県誌』は乾隆三十（1765）年に

刊行されているので、『古塩官曲』はそのしばらく前に成立し

たと考えられよう。つまり、海寧皮影戯の弋陽腔（＝乱弾）は、

18世紀半ばには既に形成されていたことになる。

1-3	 弋陽腔と乱弾

弋陽腔や乱弾という語は明清代の戯曲関係文献に頻出するが、

しかし、その指し示すものはさまざまである。

弋陽腔は本来、明代南戯四大声腔の一つで、江西省弋陽県に

発祥するが、明代後期以降、さまざまな声腔に分化したことが

知られる。湯顕祖「宜黄県戯神清源師廟記」が、

嘉靖に至って弋陽腔の調べが絶え、楽平腔や青陽腔へと

変わった。[8]

[5]	 洪 永鏗・賈文勝・頼燕波
2006	p.58。

[6]	 頃予少作《海鄉竹枝詞》十章

稿久不存。近聞當事將重修邑

志，聊作風土，旁搜逸事，成

雜詩百首。

[7]	 洪 永 鏗・ 賈 文 勝・ 頼 燕 波

2006 p.125。
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とし、また顧起元『客座贅語』が、

弋陽腔は方言をまじえるので、各地の出身者が好んだ。

……後にはまた四平腔が現れたが、弋陽腔がやや通俗的

に変化したものである。[9]	 （巻九「戯劇」）

とするなど、明代後半には弋陽腔系諸腔と呼ばれるさまざまな

声腔が生まれていた。それらもまた、弋陽腔と称されることが

あった。

清代に入っても、弋陽腔系諸腔は、中国の南北、広い範囲に

流行し、やがて高腔や京腔などに変化する。弋陽腔という語は、

それらの別名としても用いられた。

このように弋陽腔という語は意味が広いため、乾隆年間の海

寧皮影戯の「弋陽腔」が具体的にいかなる声腔であったのか、

『古塩官曲』の記述のみでは確定できない。

一方、乱弾という語も、清代、様々な意味で使われている。

李斗『揚州画舫録』には以下のように見える。

雅部とはすなわち崑山腔である。花部とはすなわち京

腔・秦腔・弋陽腔・梆子腔・羅羅腔・二黄調のことで、

乱弾と総称する。[10]	 （卷五）

乱弾が花部諸腔の総称として用いられている。嘉慶三

（1789）年『欽奉諭旨給示碑』では、

近ごろ役者どもが乱弾・梆子・弦索・秦腔といった劇を

演じている。[11]

ここでの乱弾は、年代・地域からして、京劇の前身となった

[9]	 弋陽則錯用鄉語，四方土客喜

閱之。……後則又有四平，乃

稍變弋陽而令人可通者。

[10]	 雅部即崑山腔。花部即京腔、

秦腔、弋陽腔、梆子腔、羅羅

腔、二黃調，統謂之亂彈。

[11]	 近日倡有亂彈、梆子、弦索、

秦腔等戲。
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徽調の別名として使われている。一方、礼親王昭樁『嘯亭雑

録』では、

近ごろは、秦腔・宜黄腔・乱弾などの曲調がある。[12]

	 （卷八）

乱弾は、秦腔・宜黄腔などと区別され、独立した声腔として

用いられている。さらにややこしいことに、声腔としての乱弾

が弋陽腔と称されることもあった。清の張際亮『金台残涙記』

には次のように見える。

今では梆子腔が衰え、崑曲も乱弾に変わってしまった。

乱弾とは、すなわち弋陽腔で、南方では「下江腔」とも

いう。[13]	 （巻三）

現在の海寧皮影戯の乱弾は、徽調（皮黄）とは異なる、一個

の声腔であり、弋陽腔とも称されるのだから、『金台残涙記』

の用例と合致する。『古塩官曲』における弋陽腔も、声腔の謂

いとして乱弾と同義で使われていると解釈すれば平仄があう。

1-4	 声腔としての乱弾

浙江省一帯には乱弾と呼ばれる声腔を用いる伝統劇が複数存

在する。

劇種名 別名 流行地域
婺劇 金華戯 金華・衢州・麗水・建徳・江西

省北西部
紹劇 紹興乱弾 紹興
諸暨乱弾 西路乱弾 紹興西部
瓯劇 温州乱弾 温州
台州乱弾 黄岩乱弾 台州・寧波南部・温州北部

以上の劇種の多くは複数の声腔を包含する多声腔劇種であり、

乱弾が主要な声腔となっている。それらの劇種に見える乱弾は、

いずれも〔三五七〕と〔二凡〕の二つの曲調を中心とする点に

[12]	 近日有秦腔、宜黃腔、亂彈諸

曲名。

[13]	 今則梆子腔衰，崑曲且變爲亂

彈矣。亂彈卽弋陽腔，南方又

謂『下江調』。
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特色がある。前述のように、海寧皮影戯の乱弾でも、この二つ

は中心的な曲調となっている。

〔三五七〕は上下句式で偶数句で押韻するが、上句が三字句

と五字句、下句が七字句で構成されるため、この名称がある。

また、こうした特徴から、曲牌聯套体と版式変化体の過渡的性

格を持つものとされる。海寧皮影戯の〔三五七〕の曲辞は、王

珏 2005 に一例見えるのみである。

為送醒酒湯，見一大蟒在牙哎床，嚇得我嗚呼把命喪，多

虧娘子妙藥方，大蟒非是大蟒非是那一位，就是你妻子女

紅妝。哎哎哎！	 （p.223）

押韻を考慮して句切りし直すと、以下のようになろう。

為送醒酒湯，見一大蟒在牙哎床。嚇得我、嗚呼把命喪，

多虧娘子妙藥方。大蟒非是，大蟒非是那一位，就是你妻

子女紅妝。

冒頭は三字句を欠くものの、「嚇得我、嗚呼把命喪，多虧娘

子妙藥方。」は「三、五，七」の形を取っていることがわかる。

海寧皮影戯には〔二凡〕の他に〔文三凡〕・〔武三凡〕など

の〔三凡〕という曲調が見られる。〔三凡〕は他の乱弾系劇種

に見えないが、王珏 2005 の譜例では〔文二凡〕・〔武二凡〕を

「中板」、〔文二凡〕・〔武二凡〕を「中快板」としているので、

〔三凡〕は〔二凡〕のテンポを速くした、板式が異なるものと

認められる。

また、海寧皮影戯では、伴奏者を「正吹・副吹・鼓板」など

と称するが、この言い方も諸暨乱弾・婺劇・紹劇などの乱弾系

伝統劇と同じである [14]。

更に、徐二男氏らは以下のように証言している。

[14]	『 中 国 戯 曲 誌 』 浙 江 巻
p.104・309・324、葉水春
2007。
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問：あなた方の皮影戯の弋陽腔は、紹劇の音楽と似ていま

せんか？

答：紹劇とは違う。これは金華戯と比較的近い。私は前に

金華戯を演じたことがあるから。そっくりだよ、特に乱

弾は。大同小異だね。[15]	（2008 年 8月 26日インタビュー）

江玉祥 1999 も以下のように述べる。

“開鑼戯 ” は乱弾腔を用い、曲調は婺劇の乱弾に近い [16]。
	 （p.200）

海寧皮影戯の乱弾は、浙江の乱弾系地方劇のうち、杭州湾を

挟んだ対岸の紹劇ではなく、金華戯、即ち婺劇の乱弾とそっく

りであるという。

婺劇は浙江省金華市一帯で行われている伝統劇である。同地

域で活動していた高腔・崑腔・乱弾・徽戯・灘簧・時調など

の劇種の総称として、1949 年にこの名称が与えられた。三合

班・二合班などの呼称があり、清代中期以降、多くの劇団が崑

曲・高腔・乱弾などを兼ねて上演していた。多声腔劇種であり、

高腔・崑腔・乱弾が中核を占める一方、徽戯の古い形を残して

いることから、演劇の生きた化石とも称される [17]。

金華を地図で見ると、紹興の南に位置しており海寧から離れ

ているかのように感じられるが、富春江・銭塘江を通じて杭州、

更には海寧の港湾と結ばれていたので、決して遠く隔たった場

所ではない。また、婺劇の芸人の間には、乱弾が安徽省南部の

寧国から天目渓を経て金華の浦江県にもたらされたという伝

承があるという [18]。安徽省南部の宣城・寧国一帯は、清代初

期・中期において、安徽商人の出資により徽班の役者が養成さ

れ劇団が組織される拠点であったが、そこから南下するルート

で金華に伝播したことになる。

[15]	 问 ：你们皮影戏的弋阳腔，是

不是跟绍剧的音乐有点相似？

答：跟绍剧不一样的。这个跟

金华戏比较近，我曾经演过金

华戏的。很相似的，特别是这

个乱弹。大同小异啊。

[16]	“開鑼戲”用亂彈腔，曲調接

近婺劇的亂彈。

[17]	『中国戯曲誌』浙江巻	p.99。

[18]	『中国戯曲誌』浙江巻 p.100。
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以上を総合すれば、海寧皮影戯の弋陽

腔＝乱弾は、浙江の多くの地方劇に見え

る乱弾と同系のものであり、婺劇との

類似性から、安徽省南部より金華を経

て、水路で海寧へと伝播したと推測され

る [19]。金華は江西と杭州を結ぶ交通の

要衝であり、かつ北は安徽南部と連なっ

ていたため、明末から清初にかけて青陽

腔・義烏腔など弋陽腔系諸腔の浙江にお

ける中心地となっていた。かかる歴史的

経緯から、金華から伝播した声腔、すな

わち弋陽腔ということになったのであろ

う。

1-5	 乱弾の起源と流行

清代には中国各地にさまざまな声腔や

[19]	 流 沙 1981a は『 拝経楼詩
話』所引『古塩官曲』に基づ
き、当時の皮影戯が明代以来
の弋陽腔を受け継いでいると
するが、妥当ではない。

紹興

金華

杭州

海寧

地方戯曲が勃興するが、発祥した時期・場所や具体的な上演形

態が明確に特定できるものはほとんど無く、京劇の主要な声腔

である西皮・二黄であえも、その具体的な形成過程は必ずしも

明確ではない。それは、民間の通俗的な風俗に関する資料の少

なさというおきまりの問題のほか、梆子腔・乱弾腔・吹腔・秦

腔などの声腔が同時期に混在して相互に影響を与えあい、多く

の劇団で崑曲とともに上演されていたと思われ、単純な継承関

係の図式を描くのが難しいこと、そして各声腔の名称が厳密に

定義されているわけではなく資料によって揺れが大きいことな

どが挙げられる。

乱弾についても、起源や発祥地、発展過程を端的に物語る資

料は残っていない。乱弾という語は、康煕年間以降の文献に見

られる。劉献廷『広陽雑記』によると、

陝西の俳優の新しい曲調に、乱弾というものがある。そ
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の歌声は非常に叙情的でもの悲しい。[20]	 （巻三）

劉献廷は康煕三十四（1695）年に 48歳で没しており、『広陽

雑記』に記されるのは康煕年間中期、17 世紀後半の状況であ

る。乱弾が陝西からもたらされたと認識されていることがわか

る。劉廷璣の『在園雑志』に以下のように見える。

近ごろは弋陽腔が更に四平腔・京腔・衛腔へと変化し、

まったくもって輪を掛けてよろしくない。梆子腔・乱弾

腔・巫娘腔・嗩吶腔・囉囉腔ともなれば、ますます卑俗

に向かい、新奇ばかり山と重なっているため、一貫して

崑腔が正音となっている。[21]	 （巻三）

同書の孔尚任序の年記は康熙乙未（五十四年、1715 年）であ

るので、それ以前の状況を示していることになる。以上の例か

ら、乱弾は康煕年間頃には成立していたことがわかる。

乱弾の起源と目されるのが、〔西秦腔二犯〕である。〔西秦腔

二犯〕は明末、万暦四十七（1619）年鈔本『鉢中蓮』伝奇に見

える。江西から浙江にかけての地域で成立したと推測されてい

る『鉢中蓮』伝奇には、〔弦索〕〔山東姑娘調〕〔四平腔〕〔誥猖

腔〕〔京腔〕といった当時のさまざまな声腔を取り入れたとお

ぼしき曲牌が見られる。〔西秦腔二犯〕もその一つで、梆子腔

や秦腔の祖先に当たる陝西系の声腔が、明末には江南地方でも

行われるようになっていたことが知られる。乱弾の主要な曲調

である〔二凡〕は、この〔西秦腔二犯〕の「二犯」が訛ったと

する説が有力である [22]。

一方、婺劇や紹劇の乱弾には、〔二凡〕の斉言句の歌詞の冒

頭や末尾に南曲曲牌の首尾の数句をつなぎ合わせて歌う歌い

方がある。また〔乱弾頭〕と呼ばれる曲調では、南曲の曲牌が

そのまま歌われる例もあり、紹劇および婺劇の『昭君出塞』

[21]	 近今且變弋陽腔為四平腔、京

腔、衛腔，甚且等而下之，為

梆子腔、亂彈腔，巫娘腔、嗩

吶腔、囉囉腔矣，愈趨愈卑，

新奇疊山，終以崑腔為正音。

[22]	 流沙 1993、廖奔・劉彦君
2003 など。

[20]	 秦優新聲，有名亂彈者，其聲

甚散而衰。
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の〔乱弾頭〕の歌詞が、『綴白裘』に見える『青塚記』「送昭」

「出塞」とほぼ共通していることも指摘されている [23]。

⃝『綴白裘』

〔山坡羊〕王昭君好一似海枯石爛，懷抱着金鑲玉嵌的琵

琶一面。俺這裏便思劉想漢，眼睜睜盼不到南來的雁，眼

睜睜盼不到南來雁！

⃝婺劇

王昭君一似海枯石爛，手挽著金鑲玉的琵琶兒一面。

⃝『綴白裘』

〔弋陽調〕手執着琵琶撥調，音不清明，使人心下焦。指

尖兒重把絲絃操，料得個知音少。縱有那伯牙鍾子七絃琴，

惟有仲尼堪嘆顏回夭。常言道：功名富貴，難比天高，難

比天高。鴛侶賦情多，藕絲絃下焦。音韻撥，多顚倒，撥

响難成調；彈不响，音不湊。怎不敎人，敎人惶惶心下

焦？怎不敎人惶惶心下焦 ?（付）阿呀！絃斷了 !（旦）若

是那絃斷了，好一似寶鏡蒙塵人難照。若是那絃斷無聲了，

好一似鸞孤鳳隻不堪道。想前生燒了斷頭香，今日裏離多

歡會少！御弟，我有五恨在心。（付）請問娘娘，那五恨 ?

（旦）御弟：我第一來難忘父母恩。（付）第二呢？（旦）從

人退後。第二來難割捨同衾枕。第三來損害了黎民百姓。

第四來那國家粮草多輸盡。第五來百萬鐵衣郞，敎他晝夜

辛勤。我今日裏昭君捨了身，萬年羞辱漢君臣 !

⃝婺劇

第一來難報父母恩，第二來難難難難割同衾枕，第三來損

害黎民，第四來國家糧草多輸盡，第五來百萬鐵衣郎他晝

夜辛勤，今日昭君捨了身，萬年羞辱漢君臣。

婺劇の歌詞は前後が削除されて短くなっているものの、『綴

[23]	 流沙 1993	p.217、『中国戯
曲誌』浙江巻	p.282。



48	 中国都市芸能研究　第八輯

白裘』の歌詞と基本的に一致しており、しかも長短句である。

これもまた、乱弾が曲牌聯套体と版式変化体の中間的性格を持

つと言われる所以である。

『綴白裘』は乾隆年間、蘇州で刊行された戯曲選集で、当時

の舞台で実際に上演されていた実演台本を集めたものとされる。

そのため、明末以来知識層の支持を集めてきた崑曲のみならず、

高腔・乱弾腔・梆子腔など、いわゆる「花部」に属する通俗的

な声腔劇種の台本も多く収録している。

乾隆三十五（1770）年序を持つ『綴白裘』六集では、目録の

『青塚記』の下に「梆子腔」と注記している [24]。この歌詞の

近似は、『綴白裘』のいう梆子腔がすなわち梆子乱弾腔であり、

現在の浙江伝統劇に見える乱弾が乾隆年間に蘇州で行われてい

た梆子乱弾腔の流れを汲むことを示唆しよう。婺劇の乱弾が

「梆子」とも称されるのは [25]、そうした来歴を物語るもので

あろう。

1-6	 吹腔と〔三五七〕

浙江省各地の乱弾系地方劇を考える上で吹腔を避けて通るこ

とはできないのだが、これもまた詳細については不明な点が多

い。厳長明『秦雲擷英小譜』に以下のように見える。

弦索は北部で流行しており、安徽の人が歌うものを樅陽

腔（今は石牌腔、俗に吹腔と呼ぶ）、湖北の人が歌うものを

襄陽腔（今は湖広調と呼ぶ）、陜西の人が歌うものを秦腔

という。[26]	 （「小恵」）

厳長明は江蘇江寧の人。官は内閣侍読に至り、乾隆五十二

（1787）年に没しているので、『秦雲擷英小譜』の記事は、乾

隆年間半ばの状況を記したものであると考えられる。この記述

から、弦索・吹腔（樅陽腔・石牌腔）・襄陽腔（湖広腔）・秦腔など

は、いずれも似通ったものであったと推測される。

[24]	「崑弋腔」と注記する版本も
あるが、流沙 1993 は編者の
杜撰に出るものであるとする
（p.217）。

[25]	『中国戯曲誌』浙江巻	p.258。

[26]	 弦索流于北部，安徽人歌之為

樅陽腔（今名石牌腔，俗名吹腔），

湖北人歌之為襄陽腔（今名湖

廣調），陜西人歌之為秦腔。
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吹腔は各地の地方劇と交流し、それが西皮・二黄の形成を促

したとされるが、その乱弾における影響と目されるのが〔三五

七〕である。『綴白裘』十一集二巻の雑劇『鬧店』に以下のよ

うな曲がある。

〔吹調〕春景天，好鳥枝頭現，桃紅李白柳如烟。（丑）我

把招牌掛這邊。（旦）招牌掛那邊。快活林中誰敢少錢？

〔前腔〕艶陽天，百卉多開遍，對景芳菲懶去眠。（外扮山

東客上）山東到此間。我要頑個遍。且向那快活林中去學

醉仙

〔前腔〕杏花天，樂事從人愿，盃酒陶情同去閑。（付）來

到這酒舖間。（外）看招牌，蕩鞦韆，且吃個開懷學醉仙。

いずれも冒頭が「三五七」の句式になっており、これが乱弾

に取り入れられたのが〔三五七〕であると考えられている [27]。

つまり乱弾とは、〔西秦腔二犯〕から発展した〔二凡〕と、吹

腔に起源する〔三五七〕が組み合わさった声腔、ということに

なる。

1-7	〔回竜〕と徽班

海寧皮影戯乱弾には、もう一つ〔回竜〕と呼ばれる曲調があ

る。崔金華 2007 は本文中で、

“馬門腔 ” では〔高撥子〕を歌う。[28]	 （p.51）

とする。この箇所では〔回竜〕に触れていない一方、直後の乱

弾の曲調リストには〔回竜〕があって〔高撥子〕が無い。ここ

から、両者が同じものであることが分かる。“ 馬門腔 ” とは伝

統劇で、劇の始まるとき、あるいは人物の登場するときに、舞

台裏で大声を上げて観客を舞台に引きつけることを言う。

王珏 2005 では、譜例を一つ掲げるのみで、収録台本に〔回

[27]	 廖奔・劉彦君 2003	p.63。

[28]	 馬門腔用“高撥子”。
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竜〕は出現しない。

飲酒好比，飲酒好比龍取水，吃肉好比，吃肉好比虎撲狼。

飯為根本，飯為根本米為王，一餐不飲，一餐不飲就叫慌。

	 （p.229）

七言の斉言で、上下句式、各句の初め四字をくり返して歌う

スタイルになっている。

〔高撥子〕という曲調は、婺劇・紹劇など浙江の地方戯の乱

弾には見られない。これはむしろ、徽劇の主要な曲調の一つで

あり、また京劇など皮黄系伝統劇にも見られるものである。

徽劇は徽調とも称され、乾隆年間以降、全国的に徽班によっ

て行われた劇の流れを受け継ぐものである。安徽省安慶を本拠

地とした徽班は、同じく安慶を本拠地とする新安商人の援助の

もと、清代には強い影響力を持っていた。徽班が歌う声腔は

元々一つではなく、崑曲を主体として、樅陽腔（石碑腔。樅陽・

石碑はいずれも安慶府の地名）・梆子腔なども兼ねて歌っていたよ

うである。乾隆年間半ば以降になると、二黄腔が勃興して徽班

の中心的な声腔となり、従来の石碑腔などに取って代わる。こ

うした経緯を反映して、徽班の演ずる劇には従前のさまざまな

声腔の要素が残っている。〔高撥子〕もその一つである。

二黄腔を取り入れた徽班は爆発的に流行し、やがて乾隆五十

五（1790）年のいわゆる四大徽班進京へと結びつく [29]。長江

下流域の江蘇・浙江においても、乾隆末から嘉慶年間にかけて

徽班・二黄腔が勢力を伸張させ、旧来の声腔を圧する勢いを見

せる。乾隆六十（1795）年刊の李斗『揚州画舫録』は、揚州劇

壇の状況を、以下のように記している。

揚州郡城の花部の劇団は、いずれも地元の人の劇団で、

これを本地乱弾という。……後に句容から梆子腔をもた

[29]	 廖奔・劉彦君 2003 など。
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らすもの、安慶から二簧調をもたらすもの、弋陽から高

腔をもたらすもの、湖広から羅羅腔をもたらすものが

あった。……安慶のものの技芸が最も優れており、本地

乱弾を圧倒した。そのため本地乱弾の劇団の中には、安

慶の俳優を招聘するものもある。[30]	 （巻六）

揚州は、大運河と長江が交わる場所に位置する交通の要衝で

新安商人の一大拠点であり、前の四大徽班も、揚州から北京に

献上されたものである。乾隆末年の揚州では、土着の乱弾に加

えて、梆子腔・二黄腔・高腔・羅羅腔などが進出しており、な

かでも安慶の二黄腔が優勢であったという。

徽班の影響は、浙江の伝統劇にも及んでおり、婺劇など多く

の劇種が徽班に起源する声腔を有している。これについて『中

国戯曲誌』浙江巻は以下のように記している。

浙江に流行する徽班乱弾（徽路乱弾とも称する）では、〔吹

腔〕の名称が各地で異なっている。婺劇では “ 蘆花 ” と

称し、紹劇では “揚路 ” と称し、“ 安春 ”（“ 安慶 ” の訛った

もの）と称するものもある。笛子を主要な伴奏楽器とし、

〔三五七〕と明らかな血縁関係があり、男・女腔の区別

がある。その〔撥子〕は “ 老撥子 ” とも称し、撥子高唱

があるだけで “ 高撥子 ” という曲調名は無い。小嗩吶を

主伴奏に用い、徽胡・月琴・竹梆のリズムを補助的に

用いる。〔撥子〕と〔二凡〕もあきらかに近縁関係にあ

るが、〔撥子〕には “ 十八板 ”（回竜）があるものの、〔二

凡〕には無い。〔撥子〕と〔吹腔〕も〔二凡〕と〔三五

七〕のように、しばしば二つの調子を一つの劇であわせ

て用い、相補的に組み立てられている。[31]（p.16）

徽班によってもたらされた徽班乱弾の〔撥子〕と〔吹腔〕は、

[31]	 流傳於浙江的徽班亂彈（亦

稱徽路亂彈），其〔吹腔〕各

地 名 稱 不 一。 婺 劇 稱“ 蘆

花”，紹劇稱“揚路”，有的叫

“安春”（“安慶”的訛音）。以

笛子為主要伴奏樂器，它和

〔三五七〕有著明顯的血緣關

係，并已有男女腔之分。其

〔撥子〕又稱“老撥子”，只

有撥子高唱而無“高撥子”調

名，用小嗩吶主奏，輔以徽胡、

月琴，竹梆擊節。〔撥子〕與

〔二凡〕亦明顯具有親緣關係，

而〔撥子〕已有“十八板”（回

龍），〔二凡〕則無。〔撥子〕

與〔吹腔〕亦如〔二凡〕與

〔三五七〕往往兩腔合用於一

劇，相輔相成。

[30]	 郡城花部，皆系土人，謂之本

地亂彈。……後句容有以梆子

腔來者，安慶有以二簧調來者，

弋陽有以高腔來者，湖廣有以

羅羅腔來者。……而安慶色藝

最優，蓋於本地亂彈，故本地

亂彈間有聘之入班者。
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従来の浙江乱弾の〔二凡〕と〔三五七〕に対応するも

のであったという。現在の安徽の徽劇でも、〔撥子〕

は〔二凡〕とも称され、〔吹腔〕は〔石碑調〕〔梆子

調〕〔嚨咚調〕などとも称されるという [32]。

吹腔が声腔としての意味と、曲調としての意味で使

われているために、少々関係がわかりにくいが、乱弾

と吹腔・徽劇の関係を模式的にまとめると、図のよう

になる。

海寧皮影戯の〔回竜〕は曲調名であるが、回竜は本

来、徽劇のほか京劇の二黄腔などにも見られる板式の

名称である。導板の後に続いて用いられ、原板を導

[32]	『中国戯曲誌』安徽巻	p.209。

西秦腔二犯

宜黄二凡

二黄

吹腔

撥子

二凡

三五七

二凡

三五七

回竜

二凡

三凡

三五七

二黄

二凡

徽
　
戯

乱
　
弾

皮 

影 

乱 

弾

吹
　
腔

くことが多く、劇や歌唱の冒頭部に使われる板式であるから、

“ 馬門腔 ” に用いられるという海寧皮影戯の用法とも符合して

いる。すなわち、徽班の〔高撥子〕の回竜が海寧皮影戯乱弾に

取り入れられ、〔回竜〕になったものと考えられる。

1-8	 徽班と水路班子

では、皮影戯はどのようにして徽班の影響を受けたのであろ

うか。

乾隆末以降、二黄腔によって隆盛期を迎えた徽班は、江蘇の

みならず浙江をも席巻していく。乾隆五十五（1790）年、北京

進出を控えた三慶班が杭州一帯で上演したのが、徽班の浙江に

おける最も古い活動記録である。徽班の浙江への進出には主に

三つのルートがあった。一つは安徽南部から金華を経由して浙

江東部・中部の各地へ至るもの、一つは長江沿いに揚州に至り

大運河を通じて浙江に至るもの、もう一つが安徽省宣城付近か

ら溧陽・宜興を経て太湖に出るルートであった。[33]。

このうち杭州・嘉興・湖州地域、いわゆる杭嘉湖に進出した

徽班は、蘇州および揚州の劇団が大半であった。旧時、水路が

縦横に巡らされた長江デルタ地域における主要な交通手段は船

であり、そうした劇団も船に乗って江南の津々浦々を巡った

[33]	 于質彬 1994	p.261。
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ため、水路班子と呼ばれる。杭嘉湖地域で活動していた徽班は、

いずれもこの水路班子である。

徽班の水路班子として記録に残る最も古いものは、嘉慶年

間、揚州の卞三慶の卞家班である。卞家班では、船上に舞台を

備えた大型船で杭嘉湖地域を巡演し、擂船班として人気を博し

た [34]。卞家班は特殊な舞台船を使ったことで記録に残ってい

るが、他の寺廟や水路沿いの戯台で上演して回る一般の水路班

子は、もっと早い時期から活動していたと思われる。

徽班の水路班子は、清朝末期以降、徽班が京劇へと転換する

なかで、独自の風格を持った南派京劇を形成したことがつとに

知られ、民国時期の京劇水路班子を知る芸人による回想録も複

数刊行されている。当時の京劇水路班子では、杭嘉湖が一つの

まとまったエリアとなっており、同地域で活動する劇団がエリ

アを越えて、北の蘇州地域、南の紹興・寧波地域で上演するこ

とはまれであったという。その杭嘉湖エリアの水路班子の手配

センターは旧時、嘉興に置かれており、エリア内で上演する水

路班子は、まずそこに登録して、その上で上演場所の斡旋を受

ける必要があったという [35]。こうした制度がいつ頃成立した

ものであるかは不明であるが、嘉興が杭嘉湖水路班子の中心地

であったことがわかる。

旧時の郷鎮における上演は、廟会などで地域や寺廟などが資

金を出し合って劇団を呼び、無料で公開するのが一般的であっ

た。王銭松氏によると、幼い頃、海寧市斜橋では京劇・越劇な

どの劇団による公演が、年に数回あったという [36]。そうした

機会を通じて、皮影戯の芸人は徽班の上演と接触できたのであ

り、それが〔回竜〕の移植を促したのであろう。皮影戯芸人

にとっても、乱弾の〔二凡〕と同系の曲調であるから、〔高撥

子・回竜〕の移植はさほど困難なことではなかったと思われる。

ところで、海寧皮影戯の劇団には、京劇の声腔を歌う豊士呉

阿東京劇皮影班のような劇団も存在した [37]。清末から 1930

[34]	 薛家煜 2007。

[36]	 2009 年 8 月 18 日インタビ
ュー。

[37]	 崔金華 2007	p.17。

[35]	 李紫貴 1996	p.6。
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年代までが杭嘉湖水路班子の最盛期であったとされ、そうした

人戯における流行をいち早く皮影劇団に取り入れたものであろ

う。しかしそうした柔軟性を持ち得たのはこの劇団だけで、海

寧皮影戯全体に影響を及ぼすまでには至らず、古い声腔と劇目

が保たれることになった。

1-9	 海寧皮影戯乱弾のレパートリー

海寧皮影戯のレパートリーは 200 ～ 300 種に及ぶというが、

口伝であるために古い台本は現存しない。近年の口述筆記台本

が相当数、海寧市档案館に収蔵されているというが、資料への

アクセスは困難である。このため、海寧皮影戯のレパートリー

については、同档案館の収蔵資料を反映している王珏 2005・

2008、崔金華 2007 などに頼るしかない。それらの資料から

抽出した海寧皮影戯のレパートリーの一覧は以下の通りである。

『雨打潞安州』・『雲中落繍鞋』・『黄河陣』・『黄金印』・

『画麒麟』・『開天鏡』・『岳飛三收何元慶』・『割麦記』・

『瓦崗寨』・『乾坤印』・『還金鐲』・『宮門掛帯』・『牛頭

山』・『金山寺』・『金山盜宝』・『金台伝』・『銀鸞帯』・『九

竜山』・『慶海絳』・『鶏爪山』・『鶏頭山』・『虎騎竜背』・

『五星聚会』・『五台山』・『五里橋』・『後金花』・『後珍珠

塔』・『洪水泛』・『紅梅閣』・『降伏薛応竜』・『鴻門宴』・

『劫皇綱』・『告御状』・『鎖陽城』・『錯走棋盤山』・『三

角金磚』・『三祭鉄坵墳』・『三請徐達』・『三請樊梨花』・

『三盜呼雷豹』・『四扇旗』・『獅虎釵』・『七封書』・『七宝

記』・『七宝刀』・『失金釵』・『周家落金扇』・『繍錦袍』・

『繍香嚢』・『十英雄』・『十五貫』・『十将征南』・『十美

図』・『春梅記』・『徐達得書』・『小金橋』・『小金銭』・『小

登帝』・『小芙蓉』・『小糸絳』・『賞端陽』・『審潘洪』・『水

戦揚幺』・『水泛湯陰県』・『絶竜亭』・『仙山借扇』・『洗馬

教駕』・『曾頭市』・『双玉痕』・『双玉玦』・『双金花』・『双
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獅図』・『双珠花』・『双珠球』・『双落髪』・『双竜会』・『双

連筆』・『双拝年』・『打虎招親』・『打皇封』・『大紅袍』・

『大名府』・『大飄洋』・『托槍寄子』・『探病封子』・『珍

珠塔』・『陳塘関』・『点秋香』・『倒銅旗』・『桃樹門閂』・

『騰雲蹼』・『南河洲』・『二度梅』・『白家双状元』・『白虎

関』・『八珠球』・『八美図』・『百鳥唐画』・『描金鳳』・『粉

粧楼』・『文武香球』・『碧雲槍』・『別師下山』・『別母従

戎』・『宝蓮灯』・『訪白袍』・『鳳凰飛』・『北河洲』・『北

海回朝』・『毛子佩闖宮』・『野仙剣』・『揺銭樹』・『雷峰

塔』・『蘭香閣』・『李陵碑』・『竜灯伝』・『緑竜袍』・『烈火

旗』・『煉金印』・『棘陽城』・『樊江関』・『樊梨花下山』・

『炮炸両狼関』・『狄青下山』・『独木関』・『瑪瑙杯』・『禹

王寺』・『紂王焼香』・『聚宝盆』・『薛仁貴征西』・『蘆花

関』・『蜈蚣嶺』・『誅仙陣』・『賈家楼』・『轅門斬子』・『闖

王進京』・『闖竜宮』・『鬧花燈』・『鬧九江』・『鸚鵡伝』・

『鸞鳳簫』・『哪吒鬧海』・『澠池県』・『馱馬関』

開台戯・正本戯の区別については明記されていないが、武戯

を中心に演じられるという特徴から判断するに、以下の歴史も

のが開台戯であると判断される。

⃝封神榜故事

『紂王焼香』・『哪吒鬧海』・『陳塘関』・『北海回朝』・

『黄河陣』・『絶竜亭』・『四扇旗』・『誅仙陣』・『澠池

県』

⃝両漢故事

『鴻門宴』・『禹王寺』・『棘陽城』

⃝隋唐故事

『賈家楼』・『劫皇綱』・『瓦崗寨』・『三盜呼雷豹』・『托

槍寄子』・『倒銅旗』・『金山盜宝』・『宮門掛帯』・『探
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病封子』・『洗馬教駕』

⃝西遊記故事

『闖竜宮』

⃝薛家将故事

『独木関』・『訪白袍』・『鎖陽城』・『薛仁貴征西』・『別

師下山』・『別母従戎』・『錯走棋盤山』・『轅門斬子』・

『打虎招親』・『樊梨花下山』・『樊江関』・『降伏薛応

竜』・『馱馬関』・『仙山借扇』・『白虎関』・『三請樊梨

花』・『蘆花関』・『鬧花灯』・『十英雄』

⃝粉粧楼故事

『粉粧楼』・『鶏爪山』

⃝宋太祖故事

『小金橋』・『小登帝』・『打皇封』

⃝楊家将故事

『双竜会』・『五台山』・『李陵碑』・『告御状』・『審潘

洪』

⃝呼家将故事

『三祭鉄坵墳』

⃝水滸故事

『蜈蚣嶺』・『曾頭市』・『大名府』

⃝岳飛故事

『水泛湯陰県』・『雨打潞安州』・『炮炸両狼関』・『岳

飛三收何元慶』・『九竜山』・『牛頭山』・『水戦揚幺』・

『虎騎竜背』

⃝明英烈故事

『鶏頭山』・『徐達得書』・『三請徐達』・『南河洲』・『北

河洲』・『鬧九江』

開台戯のレパートリーは、隋唐・薛家将・楊家将・説岳・明

英烈などの物語を中心とするが、これらは清初に勃興した花部
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諸腔のレパートリーと、ほぼ一致する。

1-10	 江南における三国戯と清朝戯

海寧皮影戯のレパートリーには、三国故事戯や清代故事戯の

欠落という特色があり、それは三国呉の故地であることや、反

清の気風によって説明されている [38]。これは、しかし些か牽

強付会とも思える説明である。

そもそも、浙江北部でそうした演目が忌避されていたことが

事実であるとは思えない。例えば、浙江省湖州市新市鎮に、宋

中興四元帥の一人である劉錡を祀った劉王廟があり、その戯台

の壁に清代同治年間から光緒年間にかけて上演した劇団名と演

目が多数墨記されている。それらは同時期の徽班・京劇水路班

子による上演の貴重な記録であるが、その中には少なからぬ三

国故事戯が見受けられる。いくつか抜き出してみよう。

⃝同治八年六月初二日

[38]	 崔金華 2007	p.28、2008 年
8月 26日インタビュー。

睦本堂□□一敘大富春演

『百寿図』・『東□川』・『金水橋』・『九竜

裕』・『逍遙津
3 3 3

』・『打櫻桃』・『金榜』

⃝同治八年九月初三日一敘

景秀班演

『八仙』・『長春』・『全辰洲』・『玉麒麟』・

『過関』・『長板坡
3 3 3

』・『嫖院』・『跌包』・『金

榜』

⃝同治九年榴月十九在此一敘

大慶喜班演

『鳳凰山』・『虹霓関』・『晋陽宮』・『反長

安』・『逍遙津
3 3 3

』

劉王廟戯台墨記
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⃝二十　連台演

『八卦図』・『虎騎竜』・『紫金鏢』・『樊江関』・『群英会
3 3 3

』・

『双合印』・『蕩湖船』・『殺皮匠』

⃝廿一日連演

『進蛮詩』・『京遇縁』・『賜黄袍』・『斬楊波』・『天水関
3 3 3

』・

『掃雪打碗』・『金榜』

清代故事戯についても、光緒十六（1890）年に以下の例があ

る。

⃝光緒十六年九月初二日

省城鴻福堂演

『大保国』・『八蝋廟
3 3 3

』・『南天門』・『火焔山』・『生死□』・

『掃雪打碗』・『掛名時』

『八蝋廟』、正確には『𧈢蝋廟』、施公案ものの演目である。

新市劉王廟の墨記からは、三国戯や清代戯が特別視されるこ

となく受容されていることが見て取れる。嘉興と湖州とは隣接

するクリーク地帯で、往来も盛んで民俗もさして違いは無い。

まして海寧皮影戯は農民の芸能であり、農民たちが三国呉の遺

民であることを意識していたとは考えがたい。そもそも海寧皮

影戯においても、民国時期に京劇の曲調を歌った豊士呉阿東京

劇皮影班では、『甘露寺』・『借東風』・『黄鶴楼』などの京劇系

の三国戯をレパートリーとしていたことが知られ [39]、三国戯

が忌避されていた事実は無いと思われる。

1-11	 花部諸腔と三国戯

海寧皮影戯のレパートリーに三国戯が無いことを人々が奇

異に感じるのは、伝統劇の代表たる京劇で、「唐三千，宋八百，

数不尽的三列国」といわれるよう、三国戯の文戯がレパート

リーの中核を占めており、そのため伝統劇といえば三国戯であ

[39]	 崔金華 2007	p.17。
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るとの先入観が生まれているからであろう。

その京劇にしても、徽班進京の当初には決して三国戯が充実

していたわけではなく、時代を下るに従い徐々にレパートリー

を増やしている。歴代の劇目一覧から三国戯を抜き出してみる

と以下のようになる。

⃝乾隆年間

『斬貂』・『博望坡』・『漢陽院』・『竜風呈祥』・『截江救主』

⃝嘉慶年間

『桃園結義』・『四水関』・『賜環』・『戦宛城』・『白門楼』・

『白逼宮』・『斬顔良』・『関公挑袍』・『過五関』・『薦諸

葛』・『三顧茅廬』・『長坂坡』・『三気周瑜』・『黄鶴楼』・

『単刀会』・『祭江』・『斬馬謖』・『葫蘆峪』・『五丈原』・

『鉄竜山』・『哭祖廟』

⃝道光年間

『温明園』・『捉放曹』・『虎牢関』・『盤河戦』・『借趙雲』・

『戦濮陽』・『轅門射戟』・『奪小沛』・『鳳凰台』・『許田

射鹿』・『聞雷失箸』・『撃鼓罵曹』・『臥牛山』・『馬跳檀

溪』・『金鎖陣』・『漢津口』・『祭風台』・『舌戦群儒』・『臨

江会』・『祭英会』・『借箭打蓋』・『祭東風』・『赤壁記』・

『華容道』・『取南郡』・『取桂陽』・『取長沙』・『戦合肥』・

『討荊州』・『柴桑口』・『斬馬騰』・『反西涼』・『戦渭南』・

『西川図』・『取雒城』・『冀州城』・『戦歴城』・『葭萌関』・

『献成都』・『百壽図』・『瓦口関』・『定軍山』・『陽平関』・

『收龐徳』・『玉泉山』・『戦山』・『受禅台』・『興漢図』・

『造白袍』・『伐東呉』・『白帝城』・『英雄志』・『渡瀘江』・

『風鳴関』・『天水関』・『罵王朗』・『失街亭』・『隴上麦』・

『葫蘆峪』・『応天球』・『双保竜』[40]

乾隆年間、三国戯はわずかしかなかったが、一世紀を経ずに

[40]	 金登才 2006	p.56 ～ 60 によ
る。
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小説『三国志演義』全編をカバーするだけのレパートリーを整

えていることがわかる。

また明代伝奇でも、よく知られるように大半が男女の恋愛を

描いており、三国戯には『三国記』・『連環記』・『草廬記』など

があるものの、そのウエイトは微々たるものである。

このように乾隆年間以前の三国戯が少ない理由として考えら

れるのが、武戯の問題である。清代初期の花部諸腔の劇団は、

後の四大徽班がそうであったように、花部声腔と崑曲をかねて

歌っていたと推測されている。歌唱を聴かせる文戯の場合は、

声腔に応じた台本を用意する必要があるが、立ち回りを見せる

武戯の場合は、歌唱は添え物であるために重視されない。

現在の京劇においても、大半の武戯は皮黄ではなく崑曲、し

かも〔点絳唇〕・〔粉蝶児〕・〔石榴花〕など、北曲の套曲を用い

ている。これはすなわち、崑曲の武戯が、本来、北雑劇をその

まま用いていた名残であると考えられている。北雑劇は、崑曲

と異なり、三国戯をはじめとする歴史ものが充実しているので、

明の万暦年間以降に北雑劇が衰亡した後も、それが崑曲、さら

には花部諸腔の劇団に継承され、使い続けられたのであろう。

一方、徽班が京劇化していく過程で老生を中心とする体制が

確立され、三国戯も文戯として歌われるようになっていく。そ

れが先の劇目の増加に現れたのであろう。

つまり、清代初期の乱弾にそもそも三国戯が乏しかったか、

あるいは北雑劇の三国戯を武戯として演じていたために、海寧

皮影戯乱弾に三国戯が欠ける結果となったものと考えられよう。

1-12	 俠義公案の欠落

三国戯とならんで欠落が指摘されるのが清代故事戯である。

これについても、三国戯と似たような事情があるものと考えら

れる。

京劇などで演じられる、清代を舞台とする伝統劇劇目として

は、『紅楼夢』に取材するもの、および『施公案』・『彭公案』
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などの俠義公案ものがある。しかるに、それぞれの小説の成立

年代は、『紅楼夢』が乾隆年間、『施公案』が道光年間、『彭公

案』は光緒年間である。従って、これらの物語が乾隆初期の乱

弾の劇目に含まれることはあり得ない。

これも、現代になって京劇レパートリーなどとの比較を通じ

て、清代故事戯の欠落として意識されるようになり、説明がこ

じつけられたものであろう。

あらためて海寧皮影戯のレパートリーを見てみると、例えば

『施公案』・『彭公案』などとともに清代後期に大流行する、新

しい層の包公案故事、例えば『七俠五義』とその続編に取材す

る劇目、海派京劇の代表作である『狸猫換太子』なども含まれ

ていないことがわかる。

清代後期に流行する俠義公案がレパートリーに取り込まれ

ていないことは、海寧皮影戯のレパートリー、特に立ち回り

ものを扱う開台戯・乱弾のそれが、清代の初・中期に形成さ

れ、その後、さして発展していないことを示唆しよう。嘉慶二

（1797）年刊本が残る小説『粉粧楼』に取材する劇目が見られ

ることから、19 世紀前半、太平天国の乱以前の時期に、海寧

皮影戯乱弾は現在の形を完成させたものと見てよかろう。

1-13	 小結

以上をまとめると、海寧皮影戯の乱弾（弋陽腔）は、清初、

江南地域に流行した乱弾（梆子乱弾腔）にほかならず、乱弾が出

現した康煕年間半ばから『古塩官曲』が記された乾隆三十年頃

までの時期、18 世紀前半に形成された。その後 18 世紀後半

以降に、水路班子の徽班の影響を受けて〔回竜〕を導入、19

世紀前半に現在の姿を完成させたと思われる。

一方、19 世紀後半以降、京劇の隆盛と時を同じくしてブー

ムとなった俠義公案ものの演目を取り込んでいないことは、清

代後期の海寧皮影戯に対する京劇の影響が弱かったことを示し

ており、前に触れた京劇の声腔の影響が限定的であった事実と
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符合する。

これは、固定化された農村の市場に立脚した海寧皮影戯のあ

り方を映すものであると言える。また、海寧皮影戯を支える浙

北農村や、その重要な収入源であった養蚕業が清代後期以降の

社会の不安定化によって打撃を受け、それによって海寧皮影戯

の活力が失われていたことも推測されよう。

2	 海寧皮影戯正本戯考

2-1	〔長腔〕海塩腔遺響説

次に、正本戯および〔長腔〕について検討しよう。

海寧皮影戯の正本戯で用いられる〔長腔〕には、明代南戯四

大声腔の一つである海塩腔の遺響であるとの説がある。『中国

戯曲曲芸詞典』「海塩腔」項に以下のように見える。

現在の海寧皮影戯で歌われる専腔を、ある人は海塩腔の

成分を今なお保存しているとしている。[41]（p.171）

「専腔」とは「長腔」のことである。しかしこの「ある人

は」という書き方は辞書の項目とし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。

海寧皮影戯の先行論著は、多くがこの記述から出発し、海寧

皮影戯〔長腔〕が海塩腔であるとしている。例えば陳宰 2005

は、それを更に敷衍し、以下のように述べる。

正本戯は、南宋 “ 塩官古曲 ” の遺音である “ 阿拉腔 ”（塩

曲とも称する）を保存している。多くの演劇・音楽関係者

は、“ 塩曲 ” の話になると、みな頭を振ってため息をつ

き、南宋の滅亡後に途絶えてしまったとするものだ。し

[41]	 現海寧皮影戲所唱的“專腔”，

有人認為還保存了海鹽腔的成

分。
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かし「今日の海寧皮影戯で歌われる曲調が『海塩腔』を

保存している」（1981 年版『中国戯曲・曲芸詞典』に見える）

とする人もいる。同書は権威有る辞書と言うべきもので

あるが、“ 海塩腔 ” の源流と伝存状況については完全な

結論を下していない。筆者は、その起源は海寧羊皮戯の

“ 阿拉腔 ”―塩曲を経由したものであり、澉浦に伝播

した後に，ようやくいわゆる “ 海塩腔 ” が出現したと考

えている。[42]

海塩腔遺響説を一歩進めて、後に海塩腔に発展する海塩の民

間歌謡・塩曲の伝統を汲むものとしている。

これは、海塩腔の起源に関する周貽白 1960 などに見える

説を、〔長腔〕海塩腔遺響説と結びつけようとしたものである。

すなわち、明万暦間の人である李日華の『紫桃軒雑綴』の記事、

張鎡、字は功甫、循王（張俊）の孫であり、羽振りがよ

かったが清廉高尚であった。かつてわが郡の海塩に庭園

を造り悠々自適し、歌児に曲を歌わせ、新たな曲調作り

に励んだ。いわゆる海塩腔である。[43]（巻三）

および、元の姚桐寿の『楽郊私語』の記事、

（海塩）州の若者たちは、音曲をよくするものが多い。そ

の伝授は多くが澉川の楊梓から出ている。楊梓は存命の

ころ、俠客はだで風流、音律に通じ、杭州の阿里海涯の

子、貫雲石と親交厚かった。雲石は洒脱な公子で、その

作品は雑劇、散套を問わず、秀逸であること文壇に並び

立つものがいなかった。[44]

に基づき、海塩には南宋中期の張鉄、元の楊梓によって育まれ

[42]	 正本戲，保存了南宋“鹽官古

曲”的遺音――“阿拉腔”（也

稱鹽曲）。很多戲曲、音樂工作

者一談起“鹽曲”，都會搖頭

嘆息，認為在南宋朝滅亡后就

已失傳了。更有人認為“今天

海寧皮影戲唱的曲調是保存了

‘海鹽腔’。”（見 1981 年版《中

國戲曲、曲藝詞典》）。應該說這

是一部有權威性的工具書，但

對“海鹽腔”的源與流和存世

情況尚無完整的結論。筆者認

為它的起源是通過海寧羊皮戲

的“阿拉腔”――鹽曲，傳到

澉浦後，才出現了所謂“海鹽

腔”。

[43]	 張鎡字功甫，循王（張俊）之孫，

豪侈而有清尚。嘗來吾郡海鹽

作園亭自恣，令歌兒衍曲，務

為新聲，所謂海鹽腔也。

[44]	 州少年，多善歌樂府，其傳皆

出於澉川楊氏。當康惠公存時，

節俠風流，善音律，與武林阿

里海涯之子雲石交善。雲石翩

翩公子，無論所制樂府、散套，

駿逸為當行之冠。
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た独自の曲調があり、それが海塩腔の濫觴となったとするもの

である。

しかしこの説は、流沙 1960 によって否定されている。即ち、

張鎡が作曲したのはあくまでも詞であり、楊梓が歌わせたのも

北曲であって、それは後の南曲の声腔である海塩腔と関わりな

いというものである。廖奔・劉彦君 2003 が諸説を比較した上

で妥当であると認めるなど、演劇史研究においては流沙の見解

が定説となっている。陳宰説は、そもそも成り立たないのであ

る。

2-2	 海塩腔の盛衰

海塩腔は、崑山腔・弋陽腔・余姚腔とならぶ、明代南戯四大

声腔の一つである。徐渭『南詞叙録』にいう。

今の俳優が「弋陽腔」と称するものは、江西から発祥し、

両京・湖南・閩・広で用いられている。「余姚腔」と称

するものは、会稽に発祥し、常・潤・池・太・揚で用い

られている。「海塩腔」と称するものは、嘉・湖・温・

台で用いられている。ただ「崑山腔」だけは呉でしか行

われておらず、流麗・悠遠で他の三腔よりもぬきんでて

いる。[45]

『南詞叙録』には嘉靖三十八（1559）年の序が附されており、

明代中期の状況を反映している。四大声腔が発祥地と流行地域

によって分かれ、海塩腔は嘉・湖・温・台、すなわち浙江北東

部の嘉興・湖州と、南東部の温州・台州で行われていたことが

わかる。

下って、万暦年間の人である顧起元の『客座贅語』に次のよ

うに見える。

南京では万暦より前、官僚や郷紳、富豪たちに、およそ

[45]	 今唱家稱『弋陽腔』，則出於

江西，兩京、湖南、閩、廣用

之；稱『餘姚腔』者，出於會

稽，常、潤、池、太、揚、徐

用之；稱『海鹽腔』者，嘉、

湖、溫、台用之。惟『崑山

腔』止行於吳中，流麗悠遠，

出乎三腔之上。
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宴会や小さな集まりがあれば、多くは民間の劇団を用い、

あるものは三・四人、あるものは大人数で、北曲の組曲

を歌わせた。楽器は、箏・蓁・琵琶・三絃子・拍板を用

いた。もし大きな宴席となれば、教坊の劇団を使って、

院本、すなわち北曲の四つの組曲を演じさせた。その間

には撮墊圈・観音舞・百丈旗・跳墜子などの曲芸軽業を

はさんだ。後にはみな南曲を用いるようになった。歌い

手は、小さな拍板だけを用いる。扇子でその代用をする

こともあり、鼓板を用いるものもいる。今では呉の人が

それに洞簫や月琴を加え、曲調がしばしば変化し、ます

ます物悲しいものになっており、聞くものは涙をこぼさ

んばかりになる。大きな宴会では南戯を用いる。南戯は

はじめただ二つの声腔、海塩腔・弋陽腔があるだけだっ

た。弋陽腔は方言を交えるので、各地の出身者が好んだ。

海塩腔は多くが官話であるので、北京・南京の人が用

いた。後にはまた四平腔があらわれたが、弋陽腔がやや

通俗的に変化したものである。近頃はまた崑山腔があら

われたが、海塩腔に比べてよりいっそうたおやかで纏綿

としており、一文字を歌唱する長さが、数息分にも及ぶ。

士大夫どもは魂を奪われ、風に靡くように愛好している。

海塩などの声腔を見るに、あたかも沈み行く太陽のよう

であり、院本北曲に至っては、（物乞いが）篪を吹いたり、

（葬式で）缶を叩いたりするようなもの、唾棄されるまで

になっている。[46]	 （巻九「戯劇」）

明朝では北曲の雑劇を正統的な演劇として、宮廷や宴会で用

いていた。南京では万暦年間頃に変化が発生し、南曲が北曲に

取って代わり、士大夫層の間では海塩腔が尊重されるように

なった。しかしやがて崑曲が士大夫層の間に大流行するように

なり、海塩腔は見向きもされなくなったという。

[46]	 南都萬曆以前，公侯與縉紳及

富家，凡有燕會、小集，多用

散樂，或三四人，或多人，唱

大套北曲，樂器用箏、蓁、琵

琶、三絃子、拍板。若大席，

則用教坊打院本，乃北曲四大

套者，中間錯以撮墊圈、觀音

舞，或百丈旗，或跳墜子。後

乃變而盡用南唱，歌者祗用一

小拍板，或以扇子代之，間有

用鼓板者。今則吳人益以洞簫

及月琴，聲調屢變，益為悽

慘，聽者殆欲墮涙矣。大會則

用南戲，其始止二腔，一為弋

陽，一為海鹽。弋陽則錯用鄉

語，四方士客喜閱之。海鹽多

官語，兩京人用之。後則又有

四平。乃稍變弋陽而令人可通

者。今又有崑山，校海鹽又為

清柔而婉折，一字之長，延至

數息，士大夫稟心房之精，靡

然從好，見海鹽等腔已白日欲

睡，至院本北曲，不啻吹萀擊

缶，甚且厭而唾之矣。
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『南詞叙録』の段階では、四大声腔の受容は地域による差異

として理解されているが、『客座贅語』の段階になると江南の

大都市において受容層による声腔の分化が生まれている。地理

的条件による水平的な棲み分けに加えて、社会階層に基づく垂

直的な棲み分けも生じたのである。そのような変化の結果、弋

陽腔系諸腔が庶民向けであるのに対して、海塩腔は士大夫に受

容されるハイブラウな芸能となった。

しかし、魏良甫による水磨腔の創出を受けて、万暦年間に

なって崑曲が大流行を始めると、海塩腔は士大夫の芸能として

の地位を奪われてしまう。嘉興の士大夫もその例外ではない。

例えば、海寧の望族の出身である査継佐は、入清以降、明の遺

民として演劇に耽溺し、その家班は十些班と称され声望を誇っ

たが、十些班が演じたのは、『浣紗記』・『牡丹亭』などの当時

の典型的な崑曲伝奇であった [47]。海塩腔の発祥地たる海寧の

士大夫であっても、当時の士大夫の間で主流であった崑曲に耽

溺しており、海塩腔を一顧だにしていない。こうして明末清初

頃、海塩腔はほぼ絶滅したと思われる [48]。

翻って海寧皮影戯を考えるに、前掲『古塩官曲』に

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る。[49]

と見えるように、乾隆年間には市鎮ではなく「村々」、すなわ

ち農村で行われていた。これは現在にも受け継がれる特色で

あり、海寧皮影戯が一貫して農民の芸能であったことがわかる。

明代後期の海塩腔は、士大夫を受容層としていたのであるから、

農民の芸能にその音楽が保存されるとは考えにくい。

2-3	 正本戯の音楽的特色

次に、正本戯の声腔はいかなるスタイルを持つものか、検討

しよう。

[47]	 徐宏図 2004。

[48]	 流沙 1981b は、江西の孟戯
に海塩腔の遺響が保存されて
いるとする。

[49]	 新年影戲聚星缸，金鼓村村鬧

夜窗。
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正本戯の中心的な曲調である〔長腔〕は、七言の斉言句のス

タイルをとる。

心焦慮去到書房門，提起羊毫寫家信。

上書為父張九成，急告女兒小金錠：

賢婿進京中頭名，適逢番邦動刀兵。

萬成奸臣生惡心，舉薦賢婿帶雄兵，

出手被賊來生擒，囚在番營受苦辛！

殘軍逃得二騎命，為父衙門討救兵。

要兒速速進京城，領兵征番救夫君！

	 （『瑪瑙杯』）（王珏 2005	p.34）

七字句の斉言、上下句式で、人辰韻・中東韻の通押である。

王珏 2005 に見える〔長腔〕は、いずれも同じ句式を取ってい

る。

また、正本戯では多くの曲牌が使用される。王珏 2005・

2008、崔金華 2007 などによると、以下のような曲牌がある。

〔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〕・〔十八板〕・〔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〕
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このうち南北曲の曲牌と名称が共通するのは、〔混江竜〕〔桂

枝香〕〔山坡羊〕〔尾声〕くらいである。〔鎖南子〕はあるいは

〔鎖南枝〕が訛ったものであろうか。この〔鎖南子〕について

は、王珏 2005 に譜例と歌詞が見える。

大娘哎陪我嘮家常，知心的話兒似泉水流，大伯請我嘗魚

蝦，要我喝杯要我喝杯新米酒。	 （p.257）

「嘮」は原書の曲牌の副題では「拉」に作る。襯字を考慮し

て整理すると、

七，七。七，四，七。

という句式になろう。七言の斉言、上下句式が基本であるが、

最終句のみ、はじめの四文字を重ねている。一方、南曲の〔鎖

南枝〕曲牌は、例えば以下のようになる。

〔鎖南枝〕兒夫去，竟不還。公婆兩人都老年。自從昨日

到如今，不能彀一餐飯。奴請粮。他在家懸望眼。念我年

老公婆做方便。	（六十種曲本『琵琶記』第十七齣「義倉賑濟」）

呉梅『南北詞簡譜』によれば定格は以下の通りである。

三，三。七。五，五。三，五。三，三。	 （p.520）

両者は全く似ていない。

〔混江竜〕についても見てみよう。

魔家正比莽張飛，魔家正比莽張飛，奸賊猶比小周郎，三

氣周瑜蘆（呀）花蕩，到今朝，（哎）我叫你去見閻王。
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	 （p.250）

これも整理すると、

七，七，七。七。三，七。

となろう。やはり七言の斉言句を基調とし、一句目が二度繰り

返され、最終句の前に三字句が入る。北曲の〔混江竜〕は以下

の通り。

庾樓高聳。佳華初上海涯東。秋光宇宙。夜色帘櫳。誰使

銀蟾吞暮靄，放教玉，兔步晴空。人多共廖叫。管弦聲里，

詩酒鄉中。	 （『南北詞簡譜』p.66）

これも共通点は全く見いだせない。

また曲牌聯套体では、同じ宮調の曲牌を一定のルールに従っ

て排列して套曲を作るが、海寧皮影戯の曲牌の運用方法は全く

異なっている。

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……。[50]	 （崔金華 2007	p.51）

我々のインタビューでも以下のようであった。

徐二男：この曲牌は、例えば酒を飲むときにこの曲牌を使

う。これは〔八仙請路〕という。また〔当頭金磚〕とい

うのがあり、これらはみな曲牌で、これらの曲牌の略称

が海塩腔だ。この曲牌はとても多く、いくつかは私にも

歌えない。というのも昔歌うことが少なく、またいくつ

[50]	 拜弟兄唱“桂枝香”；保本時

唱“臣奏明君”；打獵時唱

“出獵”；喝酒時唱“酒滿金

杯”……。
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かは先人が教えてくれなかった。

問：例えば崑曲ではみな順序が決まっていて、まずこの曲

牌を歌い、それからこれを歌うことになっているが、こ

れは皮影戯にもありますか？

徐：これは登場させる人物によって決まってくる。どんな

人物を登場させるかによって、どんな曲牌を歌うかが決

まる。[51]	 	 	 （2008 年 8月 26日）

インタビューでは、曲牌聯套という概念を伝えるのに、何度

も尋ね直して、ようやく得たのが以上の答である。つまり、彼

ら海寧皮影戯の芸人には、そもそも曲牌聯套という概念が無

かったのである。

そしてこれらの曲牌は、歌詞も固定されている。王珏 2005

では、『瑪瑙杯』と『慶海絳』に〔深深下拜〕が見える。

深深下拜，拜為哥弟，肝膽相照，唇齒相依，有官同做，

有馬同騎，長者為兄，幼者為弟。	 （『瑪瑙杯』p.17）

深深下拜，拜為哥弟；肝膽相照，唇齒相依；有官同做，

有馬同騎；有福同享，有難同當 ; 長者為兄，幼者為弟！

	 （『慶海絳』p.100）

両方とも歌詞はほぼ同じである。『慶海絳』は「有福同享，

有難同當」が多いが、韻を踏んでおらず、後から挿入されたも

のである可能性が高い。

このように海寧皮影戯正本戯の曲牌は、劇中の特定の場面を

描写するものとして運用されており、ストーリーや内面描写を

展開する歌唱としては用いられいない。機能としては京劇など

の器楽曲牌と大差ないと言えよう。正本戯の〔長腔〕および曲

牌の形態は、板式変化体と言うべきものであり、海塩腔の遺響

[51]	 徐：這個是一個曲牌，比如喝

酒的時候就唱這個曲牌。這個

名字叫〔八仙請路〕。還有一

個〔當頭金磚〕，這些都是曲

牌，這些曲牌簡稱海鹽腔。這

個曲牌很多的，有幾出我也唱

不出。因為那些過去唱得少，

還有一些是老先生沒有交給我

們。

問：比如說崑曲的話都有順序，

比如先唱這個曲牌，再唱這個

曲牌，皮影戲有嗎？

徐：這個根據你出來的人來定

的，你出來什麼樣的人我唱什

麼樣的曲牌。
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というにはあまりにも曲牌聯套体から離れすぎている。

演劇史的見地からも、伝統劇音楽の特色からも、〔長腔〕が

海塩腔の遺響である可能性はほとんど無いといえる。

2-4	〔長腔〕と滬劇・灘簧

では〔長腔〕はいかなる声腔に属するのであろうか。江玉祥

1999 は以下のように述べる。

“ 正本戯 ” は専腔を用い、楽器は笛を主とし、幫腔があ

り、曲調は優美で、落句は婺劇の高腔の落句とかなり似

通っている。[52]	 （p.200）

〔専腔〕すなわち〔長腔〕は、落句、すなわち歌唱の最後の

句が婺劇の高腔に近いという。一方筆者は、徐二男氏らへのイ

ンタビューで、次のような証言を得ている。

老芸人：金華戯は乱弾を主としている。

陸暁萍：中の歌唱はそっくりだ。我々と一緒だ。紹劇は似

ていない。滬劇は比較的似ている。[53]

	 	 	 	 （2008 年 8月 26日）

海寧皮影戯の音楽は、婺劇の乱弾のほか、上海の滬劇とも似

ているという。婺劇の乱弾が海寧皮影戯の乱弾と同系であるの

は、前に論じた通りである。しかし滬劇は灘簧系の劇種であり、

乱弾とは声腔が異なっている。ともなれば、この「滬劇は比較

的似ている」という発言は、〔長腔〕について言ったものであ

ると思われる。

滬劇は上海で行われている伝統劇である。清代中期以降、江

蘇・浙江一帯に流行していた灘簧系の小戯である花鼓が、同

治年間頃に上海の租界に進出して本灘（本地灘簧）と呼ばれる

ようになり、それが光緒年間に茶楼に進出する。中華民国九

[52]	“正本戲”用專腔，樂器以笛

為主，有幫腔，曲調優美，落

句多與婺劇高腔落句相似。

[53]	 老藝人：金華戲是以亂彈為主

的。陸曉萍：里面的唱腔很像

的。跟我們一樣的，紹劇不像

的。滬劇比較像。
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（1920）年、本灘は申曲と改称して舞台に登るようになり、文

明戯などとの交渉を通じて演劇としての体裁を整え、現代劇を

中心とする上演スタイルを確立、民国三十（1941）年に滬劇と

改称する [54]。

灘簧とは、一人・二人、乃至は五～六人が、簡単な伴奏に合

わせて身振り付きで説唱する小戯である。乾隆末年になって文

献資料に見られるようになり、乾隆六十（1795）年序の俗曲集

『霓裳続譜』巻八に〔弾黄調〕および〔南詞弾黄調〕が見られ、

また『揚州画舫録』にも、

歌舟は舞台よりもよろしい。乗った舟の前から、歌舟が

逆行し、乗った舟が真っすぐ進むと、船上の人が歌い手

に近づくことができる。歌唱は清唱が一番で、十番鼓が

これに次ぐ。鑼鼓・馬上撞・小曲・攤
ママ

簧・対白・評話と

いった類も、楽しむに足るものである。[55]（巻十一）

とある。山歌などの江蘇の民間歌謡や弾詞の影響を受けつつ、

乾隆年間頃に確立したとされる [56]。

灘簧は乾隆・嘉慶時期以降、江蘇・浙江の各地、さらには北

京にまで伝播しているが [57]、隆盛を迎えるのは太平天国の乱

以降のことである。この時期、江蘇・浙江の各地、常州・無

錫・蘇州・上海・湖州・杭州・余姚・寧波などに灘簧系の小戯

が出現し、同治年間にはエロチックな内容を含むことが問題視

[55]	 謌船宜于高棚。在座船前，謌

船逆行，座船順行，使船中人

得與謌者相款洽。謌以清唱為

上，十番鼓次之，若鑼鼓、馬

上撞、小曲、攤簧、對白、評

話之類，又皆濟勝之具也。

[56]	 朱恒夫 2008	p.12。
[57]	 廖奔・劉彦君 2003	p.102。

地域 小戯名称 大戯名称 主調
常州・無錫 常錫灘簧 錫劇 〔簧調〕
蘇州 蘇灘 蘇劇 〔太平調〕
上海 申灘・本灘 滬劇 〔長腔長板〕
杭州 杭灘 ― ―
湖州 百花小戯・花鼓戯・

湖州文戯・湖灘戯
湖劇 〔小戯調〕〔本灘調〕

〔緊板調〕〔焼香調〕
余姚 余姚灘簧 姚劇 〔平四〕〔緊板〕
寧波 串客・寧波灘簧 甬劇 〔基本調〕

され、たびたび官憲の禁令を

受けている。それらの灘簧系

小戯の多くは、民国時期から

中華人民共和国初期にかけて、

大戯化して舞台に登っている。

また、婺劇・越劇・紹劇など

各地の伝統劇種も、曲調や演

江南の灘簧系芸能・演劇
（朱恒夫 2008・『中国戯曲誌』浙江巻に
基づき作成）

[54]	『中国戯曲誌』上海巻	p.124。
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目といった面で、灘簧の影響を受けている。

各地の灘簧系の芸能・演劇は、いずれも「四売一垃圾」（『蕩

湖船』・『売橄欖』・『売青炭』・『売礬』・『売草囤』・『捉垃圾』）および

「四庭柱一正梁」（『抜蘭花』・『借黄糠』・『約四期』・『朱小天』・『庵堂

相会』）といった演目を共有しており、また歌唱の基本的な句

式も同じであることから同じ系統のものであるとわかるが [58]、

しかし曲調や風格には大きな差異が存在する。

海寧皮影戯正本戯をそうした灘簧系芸能と比較すると、確か

に滬劇（およびその前身である申灘）との共通点が見いだせる。灘

簧の唱は基本的に、海寧皮影戯〔長腔〕と同じく、七言の斉言

句、上下句式を採っているが、主要な曲調の名称が各地域で異

なっている。滬劇は、本灘時期、〔長腔長板〕を主調としてお

り [59]、申曲・滬劇段階に至っても主調が〔長腔長板〕と〔三

角板〕・〔快板〕・〔散快板〕に限られたという [60]。この〔長腔

長板〕という名称は、曲調：長腔、板式：長板に分解可能で、

現に〔長腔中板〕も存在する。これはすなわち海寧皮影戯の

〔長腔〕と同じ名称であり、かつ表のように、他の灘簧系芸能

に同様の名称を用いているものは無い。

また、海寧皮影戯の支流である上海皮影戯の音楽は、「民間

の説唱音楽および上海の東郷調・西郷調が発展した板式変化体

音楽」[61]であるとされるが、東郷調・西郷調はすなわち本灘

のもとになったとされる曲調であるから [62]、やはり灘簧系と

いうことになる。

海寧皮影戯には、〔長腔〕とその補助的曲牌および乱弾の他

に、民歌を吸収したと思われる小曲がいくつか見られる。崔金

華 2007 は〔花神歌〕（〔十二月花神〕）・〔四季美人〕・〔五更調〕

を載せる。灘簧のもとになったとされる東郷調は、〔採茶歌〕・

〔十二月花名〕・〔五更嘆〕といった曲調の謂いであったとされ、

それらの曲調は灘簧系の芸能でも使われており [63]、〔十二月花

名〕・〔五更嘆〕は海寧皮影戯の〔花神歌〕・〔五更調〕と基本的

[58]	 朱恒夫 2008	p.29。

[59]	『中国戯曲誌』上海巻	p.126。

[60]	 朱恒夫 2008	p.133。

[61]	 上海市閔行区非物質文化遺産
保護中心 2008	p.13。

[62]	 朱恒夫 2008	p.109。

[63]	 朱恒夫 2008	p.109。
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に同じである。

いずれも民歌に起源するので、灘簧に限らず、さまざまな地

域・芸能で使われているとはいえ、同じ曲調を共有する灘簧系

芸能と海寧皮影戯が近しい関係にあることは確実である。

以上から、海寧皮影戯正本戯は、滬劇およびその源流となっ

た灘簧と同系である蓋然性が高い。

2-5	 正本戯のレパートリー

前に挙げた海寧皮影戯の劇目から、開台戯で用いられたとお

ぼしい武戯（歴史劇）を除くと、以下のようなる。

『鸞鳳簫』・『慶海絳』・『春梅記』・『瑪瑙杯』・『十美図』・

『二度梅』・『五里橋』・『大紅袍』・『文武香球』・『双落

髮』・『紅梅閣』・『煉金印』・『繍香嚢』・『十将征南』・『周

家落金扇』・『宝蓮灯』・『描金鳳』・『白家双状元』・『雲中

落繍鞋』・『八珠球』・『七宝記』・『還金鐲』・『聚宝盆』・

『双珠花』・『銀鸞帯』・『八美図』・『双珠球』・『百鳥唐

画』・『鳳凰飛』・『野仙剣』・『小金銭』・『騰雲蹼』・『画麒

麟』・『失金釵』・『黄金印』・『双拜年』・『割麦記』・『竜灯

伝』・『繍錦袍』・『双玉玦』・『揺銭樹』・『緑竜袍』・『七封

書』・『大飄洋』・『洪水泛』・『蘭香閣』・『桃樹門閂』・『乾

坤印』・『賞端陽』・『小芙蓉』・『珍珠塔』・『後珍珠塔』・

『双玉痕』・『十五貫』・『双連筆』・『双金花』・『後金花』・

『獅虎釵』・『金台伝』・『鸚鵡伝』・『碧雲槍』・『小糸絳』・

『毛子佩闖宮』・『三角金磚』・『開天鏡』・『点秋香』・『双

獅図』

これらが海寧皮影戯正本戯の演目であったと見てよかろう。

これらの劇目を、弾詞や灘簧、周辺地域の伝統劇と比較する

と、半分強の劇目が他の劇種と共通していた。そのうち、最も

多いのが弾詞との共通である [64]。[64]	 胡士瑩 1984 参照。
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『双連筆』＊・『雲中落繍鞋』＊・『珍珠塔』＊・『黄金

印』＊・『十美図』＊・『点秋香』＊・『宝蓮灯』＊・『周

家落金扇』＊・『双玉玦』＊・『二度梅』＊・『文武香球』
＊・『描金鳳』＊・『八美図』＊・『双珠球』＊・『蘭香閣』・

『還金鐲』・『十五貫』・『十将征南』・『小金銭』・『金台伝』

灘簧の演目は、崑曲から改変した前灘と、それ以外の演目で

ある後灘に分類されるが、海寧皮影戯の弾詞と共通する演目

は、また多くが前灘とも共通している（＊を付したもの）[65]。ま

た、弾詞・前灘の演目には見えないものの、『五里橋』も清初

の朱雲従の『児孫福』伝奇が原作であるので、同様の出自を持

つものと思われる。

後灘は多くが滑稽なものや男女の恋愛を描いたもので、一部

にはエロチックな色彩を帯びたものもあるが、海寧皮影戯の演

目で後灘と共通するものはほとんど見られない。確認できたと

ころでは、『双落髮』が姚劇の後灘の演目に見えた。

このほか、越劇のみと共通する演目に以下のものがある。

『双獅図』・『失金釵』・『竜灯伝』・『双金花』・『毛子佩闖

宮』

越劇は小戯から大戯へと発展する過程で、乱弾・高腔・灘簧

など、様々な劇種・曲種の影響を受けている。その過程で、両

者の間に、何らかの直接もしくは間接の交流があったのであろ

う。

このように全体として、弾詞・前灘系の演目の多さが際だっ

ている。海寧皮影戯の正本戯が「正本」たる所以は、おそらく

こうした崑曲と共通する演目を歌う点にあるのだろう。

朱恒夫 2008 は前灘が生まれた理由として、

[65]	 江蘇省文化庁劇目工作室
1989 参照。



76	 中国都市芸能研究　第八輯

⃝嘉慶年間以降、花部との競争に敗れた雅部の崑曲が、灘

簧にすり寄って生き残りを図った。

⃝道光帝の没後三年間、演劇の上演が禁止されたため、崑

曲の芸人が灘簧化することで生計をたてようとした。

⃝同治年間頃になると灘簧が風紀を紊乱する「淫戯」とし

て弾圧を受けるようになったため、当時正統な戯曲と認

められていた崑曲から演目を移植して取り締まりを逃れ

た。

などを挙げている [66]。また、同治二（1863）年刊の『杭俗遺

風』に載せる灘簧の演目がいずれも崑曲系の演目であるとされ

るので [67]、前灘の形成は嘉慶から咸豊年間にかけて、およそ

19世紀の前半ということになる。

海寧皮影戯の正本戯の成立も、それとほぼ同時期であると考

えてよかろう。前に述べたように、〔長腔〕を主調としていた

のは海寧東部の劇団であるが、地域的に蘇州・上海、および嘉

興の城市に近い。おそらく、乱弾を歌っていた劇団が遅れて流

行した灘簧の音楽を吸収し、〔長腔〕を主調とする正本戯が成

立したものであろう。婺劇の灘簧は、蘇州灘簧が船娘と呼ばれ

る芸妓によって伝えられたもので、当初は前灘の演目を中心と

していたというが [68]、海寧皮影戯の正本戯も同様にして伝え

られたものと考えられる。

一方、海寧皮影戯には灘簧の比較的新しい演目が見られない。

たとえば、『刺馬』・『楊乃武与小白菜』といった 19 世紀末の

事件は、常錫灘簧などで演じられているが、海寧皮影戯には

入っていない。これは、乱弾に俠義公案ものが存在しないのと

パラレルの現象であり、清末以降、海寧皮影戯の発展が停止し

ていたことを示唆する。

[66]	 p.23 ～ 28。

[67]	 p.87。

[68]	『中国戯曲誌』浙江巻	p.101。
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3	 海寧皮影戯影人考

中国各地の皮影戯は、それぞれ各地方に流行する人戯の声腔

を歌うことが多く、かつ人戯の流行に従って声腔を改める例も

見られる一方、影人は声腔の相違にかかわらず継承されたり、

流通したりする例が多々見られる。たとえば北京西派皮影戯は、

民国年間に高腔から皮黄に声腔を改めているが、影人の造形は

変わっていないし、一方、陝西・甘粛・青海の皮影戯は、地域

によって碗碗腔・道情・弦板腔・漢調二黄・漢調桄桄など様々

な声腔を用いるが、影人のデザインは基本的に一致している。

このため皮影戯研究においては、声腔と影人とを区別して考え

る必要がある。

以下では、海寧皮影戯の影人について、他地域の皮影戯との

比較を通じて検討し、その特色を明らかにしたい。

3-1	 実臉

海寧皮影戯のデザイン上の特色としては、頭の制作方法が、

目鼻の線を残して切り抜く「空臉」ではなく、切り取った皮革

に目鼻を描く「実臉」である点が、第一に挙げられる。空臉で

はスクリーンに輪郭のみが投影されるので、半透明の皮革を残

した場合に比べて線が強調される。実臉は皮革に筆で目鼻立ち

や髯・頭髪あるいは臉譜などを描くため、彫刻に比べて細かな

表現を実現できるものの、スクリーン投影時の視認性にやや劣

る。

全国の皮影戯では、花臉や神怪に実臉を使う例は多々見られ

るものの、生・旦に実臉を採用するのは、他に、河南省南部の

桐柏・羅山一帯の皮影戯くらいしかない。湖南影戯も実臉であ

るが、これは夾紙という特殊な技法で作られた紙影戯であり、

またその成立も民国時期と比較的新しい [69]。

海寧皮影戯は、頭のみならず身子にも彫刻を施さずに模様を

描いているが、頭が実臉の河南皮影戯でも身子には彫刻を施す

[69]	 千田大介 2006。
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ので、これは他に類例を見いだしがたい独自の特色であると言

えよう。

清の呉騫の『拝経楼詩話』は、査岐昌の『古塩官曲』を引き、

以下のように言う。

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き役者ども、衣を燻して高らかに

弋陽腔を歌う。」おそらく（人形が）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。[70]	 （巻三）

呉騫は海寧の人で、査岐昌とほぼ同時代の人である。この記

述から、皮革を彫刻せずに描く、現在のスタイルが乾隆年間末

年頃にまでさかのぼることがわかる。

先行文献では、年代をさらにさかのぼり、海寧皮影戯の実臉

を南宋絵革社の伝統を留めるものであるとするものが多い。例

えば王珏 2008 は以下のように述べる。

海寧皮影戯は古い劇種であり、その皮影影人にはそれに

ふさわしく南宋の遺風が残っている。南宋の臨安の絵革

社は、絵を描いた皮影影人を専門に制作する組織であっ

たが、その名称から当時の皮影影人が、皮革の影人に描

いていたことが見て取れる。これは北方の皮影の彫刻を

重視する伝統と異なる。[71]	 （p.68）

絵革社は、南宋の周密の『武林旧時』巻三「社会」項に見え

る。影人の制作ではなく、皮影戯を上演する劇団のことである。

南宋の皮影戯劇団が絵革社と呼ばれていたとはいえ、それが実

臉の影人を指すとは必ずしも言い切れない。呉自牧『夢梁録』

に以下のように見える。

[70]	 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。

[71]	 海寧皮影戲是一個古老的劇種，

其皮影影偶也相應地保留著南

宋遺風。南宋臨安繪革社，是

專門制作彩繪皮影影偶的組織，

從其名稱即可看出，那時候的

皮影影偶，是在皮革影偶上進

行彩繪，這與北方皮影重視雕

鏤的傳統是不同的。
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もともと開封では初め白い紙を彫

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。[72]

（巻二十「百戯伎芸」）

「彫刻」の原語は「雕鏃」であり、

「鏃」の本義は、鋭い矢じりである。

「刻」などではなくわざわざ「鏃」の字

[72]	 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。

海寧皮影戯影人では、頭の身子への固定方法も独

特である。中国の多くの地方の皮影戯は、頭と身子

が取り外し可能になっており、場面と状況に応じて、

適宜、頭と身子を組み合わせて用いる。こうするこ

とで、影人の数量を少なくできるし、また収納にも

便利である。

冀東・陝西・四川・湖北など、大多数の地域の皮

影戯では、身子の首の部分に細い長方形の革を縫い

付けて二重にし、その間に頭の長めに作った首を挟

み込んで固定する。海寧皮影戯でも頭のすげ替えは

可能であるが、その着脱方法は他に例を見ない。幅

海寧皮影戯影人頭

陝西皮影戯影人頭（空臉）

を用いたのは、突き刺さった矢じりを周囲の肉ごと引き抜くか

のように、影人を小さくくりぬいて模様を作っていたことを表

していると解釈できよう。従って、南宋の皮影戯は輪郭を切り

取るだけでなく、模樣の彫刻を施していたものと思われる。山

西省孝義の金代墳墓の壁畫に見える影人人物が空臉である [73]

ことも、南宋・金の時代に空臉の影人が存在した証左となる。

絵革社と呼ばれ皮革に彩色していることと、模様を切り抜くこ

とは必ずしも矛盾するものではない。

3-2	 身子の造形と接合方法

[73]	 朱景義・朱文 2006	p.33。
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4mm、長さ 20cm ほどの竹の棒を、頭のこめかみから下に向

かって縫い付け、身子には数カ所に糸をかがって、その糸と身

子の皮革の間に竹棒を通して頭を固定する。この方式では、棒

の影がスクリーンに映ってしまうので、上演効果の上では好ま

しい方法とは言い難い。

身子の造形では、腕が一本だけしかつけられず、足も両足を

一体化したデザインが多い特色がある。下女・下僕や武将・俠

客の類は、動作の都合上、両足が分かれているものの、腕はや

はり一本である。腕が一本の影人は、湖北仙桃皮影戯などでも

用いられる。また、台湾の復興閣皮影戯でも一部影人の足は一

本であるが、造形上は大きな差異がある。このほか、広い袖の

服の場合は手首を作らない。王銭松氏は、水袖に手が隠れるか

ら彫刻しないのだと解釈する [74]。

皮影戯影人の身子は、胴体・腰・足・上腕・下腕・手首など

のパーツから成り立ち、それぞれを糸でつなぐ。海寧皮影戯で

はそのつなぎ目部分、特に胴体・腰・足の処理に特色がある。

他の地域の影人では、胴体や足の接合部で革が重なってスク

[74]	 2009 年 8 月 18 日インタビ
ュー。

リーンに映る色が濃くなるのを防ぐため、一方の接合部を、

あたかも島津十文字のように、スポーク状に切り抜くのだ

が、海寧皮影戯ではそのような処理を行わない。

また、身子の腰と胴体・足の接続は、一般に、それぞれ

のパーツの中央一カ所に穴を開けて糸で球を作って止め、

それを軸に回転できるようにする。しかし海寧皮影戯では、

胴体・腰・一体化した足などのそれぞれの接合箇所で、穴

をパーツの左右両端に二カ所ずつあける。一方の穴は、そ

のままもう一つのパーツと重ねて糸で球を作って止めるが、

もう一方は糸を長めにとる。それによって、一方の穴を軸

として回転するが、糸の遊びの分以上に動くことがなくな

る。

こうした影人の接合方法も、他地域の皮影戯には見受け

海寧皮影戯影人（王銭松氏作）
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られない。影人の操作を考えれば、海寧皮影戯の方式は、必要

以上に腰や膝が曲がることが無いので合理的であるともいえる。

3-3	 “ 紙人頭 ”と紙影戯

全体として、海寧皮影戯の影人は、他地域の皮影戯には見ら

れない特徴を多く備えている。このような特徴は、いかにして

形成されたのであろうか。

ここで注目されるのは、海寧皮影戯影人の呼称である。

今でも、海寧の人は影人を “ 紙人頭 ” と呼び、皮影戯の

ことを羊皮戯と呼ぶ。[75]	 （崔金華 2007	p.4）

前に触れたように「百紙頭阿三」・「紙人」という呼称もあ

る。引用箇所では、紙人頭・羊皮戯という名称を、『夢梁録』

が「もともと開封では初め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」たとする、南宋皮影戯の伝統を受

け継いだ証拠であると解釈する。しかし、南宋時代の歴史的変

化が名称に受け継がれているというのは、少々無理があるので

はなかろうか。

筆者はこうした特色を、海寧皮影戯が本来、紙影戯であった

ものが、清代初頭に羊革に変化した名残であると考える。頭の

接合に竹の棒を用いるのは、本来、影人に使われていた素材が

非常にもろく、補強しなくては抜き差しに耐えられなかったこ

とを意味する。また、接合部の影が薄くなるように配慮しない

のは、紙が素材であったとするならば、やはり強度の観点から

説明がつく。手首を彫刻しないのも、紙製では尖った手首が折

れ曲がり損壊しやすかったからではなかろうか。

影人の素材は、それぞれの地域で入手しやすいものを用いる

ので、各地で紙から皮革、皮革から紙への変化が発生している。

例えば湖南影戯は元々水牛皮を使っていたが、厚くて上演にあ

まり適さないことから、紙に変更されている [76]。福建省南部

[75]	 至今，海寧人還把影人說成

“紙人頭”，而把皮影戲說成

羊皮戲。

[76]	 千田大介 2006。
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から広東省潮州市にかけて、および台湾には同系統の影戯が行

われているが、その影人素材と呼称は様々である。福建の竜渓

紙影戯や広東の掲陽紙影戯は皮影戯化しているし、潮州紙影戯

は影戯が木偶戯化しているが今なお紙影戯と呼ばれている [77]。

これらはいずれも、清末から民国時期にかけて、当地におい

て影人の素材の変化が発生し、旧来の素材の名称が残った例で

ある。海寧皮影戯についても、もしも南宋皮影戯の流れを受け

継ぐのであれば、臨安から伝播した時点ですでに皮影戯であっ

たはずであり、当地に “ 紙人頭 ” という名称が残ることは考え

にくい。

このように、海寧皮影戯影人の様々な特色、および「紙人

頭」という名称は、海寧に於いて紙影戯から羊皮影への材質の

変化が発生したと考えることで説明がつく。『拝経楼詩話』の

記述によって、乾隆年間には皮革が用いられていたことが確認

できるので、この変化が起こったのはそれよりも前ということ

になる。名称に紙影の痕跡が今なお残っており、その年代はさ

ほど古くないと思われるので、おそらくは乱弾の伝播と同時期

の清代の初め頃なのではなかろうか。いずれにせよ、南宋の臨

安の皮影戯を直接的に継承している可能性は、極めて低い。

4	 終わりに

以上に検討してきたように、海寧皮影戯で用いられる弋陽腔

（乱弾）と〔長腔〕は、それぞれ梆子乱弾腔と灘簧に他ならず、

起源は清代の初期および中期までしか遡り得ない。影人につい

ても清代に入ってから紙影が海寧において皮影化した蓋然性が

高い。それ以前に海寧に皮影戯が存在した可能性は否定できな

いが、よしんばそれが存在したとしても、現在我々が目にする

ことのできる海寧皮影戯とは全く別のものであったと思われる。

いずれにせよ、海寧皮影戯の起源を南宋皮影戯に結びつけ、声

腔を明代南戯の海塩腔と弋陽腔の遺響だとする従来の説は、大

[77]	 江玉祥 1999	p.210 ～ 219、
江 冰 2007、 魏 力 群 2007	
p.227 ～ 230。
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幅に修正される必要がある。

とはいえ、清初という成立時期は、現在行われている伝統劇

種の中ではかなり古い部類に属するものである。とりわけ、太

平天国によって伝統文化が大規模に破壊され清初以前の様相を

留める伝統芸能が非常に少ない長江デルタ地域にあって、海寧

皮影戯は際だって古く、演劇史的価値は極めて高いといえよう。

また、海寧皮影戯は、乱弾や灘簧など、清代初中期当時流行

していた声腔や芸能の影響を受けて形成が促されたものと思わ

れる。当時の海寧一帯は、揚州や蘇州などの江南における芸能

文化の中心地とリンクしていたと言えるだろう。しかし、19

世紀末以降、海寧皮影戯の発展は停滞する。同時期に流行した

俠義公案ものがレパートリーに取り入れられることはなく、ま

た水路班子によってもたらされていた南派京劇の影響も限定的

であった。その一方で、海寧皮影戯の〔長腔〕は上海の滬劇と

同系の灘簧であると考えられ、人戯とはまた異なる芸能流通の

存在が明らかになる。

これは、江南における大都市部と市鎮・農村の間の通俗文

芸・芸能の交流や物語伝播の重層的ネットワーク構造の存在を

示すものであり、またそれを具体的に解明する端緒ともなろう。

以上のような点について、海寧皮影戯の台本資料等を収集・

分析し、それを周辺地域や都市部の伝統芸能等との詳細な比較

検討を通じて具体的に解明することを、今後の課題としたい。
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海寧皮影戯『三角金磚』と 
蚕花五聖信仰

山下　一夫

1. はじめに

海寧皮影戯は、浙江省東部の嘉興市を中心に行われている影

絵人形劇の一種である。当該地域は養蚕が盛んであるが、海寧

皮影戯は大きな舞台を必要とせずコストも低いという人形劇と

しての特性を生かし、養蚕農家における上演をその主たるマー

ケットとしてきた。

筆者は「海寧皮影戯における蚕神儀礼――『馬鳴王』をめ

ぐって」において [1]、海寧皮影戯で行われている馬鳴王とい

う蚕神に蚕の成長を祈願する演目について検討し、これが本来

は福建省や広東省などの宗教職能者による人形劇の儀礼的上演

にも連なるものであること、しかし内容的には世俗化が進んで

おりそのテキストも当地の説唱を改変して儀礼としての体裁を

整えたものであること、またそこから説唱芸能と影絵人形劇の

近似性が見いだせることなどを指摘した。

しかし海寧皮影戯において蚕神儀礼に関わる演目としてはも

う一つ、「蚕花五聖」という、馬鳴王とはまた異なる蚕神の由

来を述べる『三角金磚』がある。本稿では、この演目の内容に

ついて検討することで、蚕花五聖の由来と性質について明らか

にするとともに、その儀礼上演としての性質について考察を加

えてみたいと思う。

2.『三角金磚』とその内容

前稿で検討したように、嘉興市一帯の養蚕農家では旧時、清

[1]	 『中国都市芸能研究』第七輯
（好文出版、2008 年）、51 頁～
63頁。

＊	 本稿は、平成 17 ～ 21 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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明節前後を中心に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家に呼んで影絵人形劇を上演し、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。演目は

観衆の要望に応じて随時選ばれたが、一般的には『三角金磚』

が上演されることが多かったという。この演目は、一九五〇年

代における「迷信的」演目の規制や農業集団化による生活様式

の変化によって行われなくなり、現在では民国期に活動した皮

影戯劇団である徐玉林班子の後裔・徐二男氏が記憶しているだ

けとなっている [2]。ただ、幸いにも用いられる影絵人形が伝

存しており、また氏の口述をもとに演目の内容を纏めたものが

海寧市檔案局（館）編『海寧皮影戯』に掲載されている [3]。以

下にその概要を記す。

祁家荘の荘主に、祁金・祁銀・祁玉・祁宝・祁貴とい

う五人の娘がいて、いずれも高い武功を持っていた。九

天玄女が彼女たちに鉄樹と鉄扇を送り、彼女たちは鉄樹

を揺することができた者を婿とすることを決める。

蕭家荘には蕭竜・蕭鳳・蕭虎・蕭麒・蕭麟の五兄弟が

おり、大変な力持ちであったため、祁家荘で鉄樹を揺す

ることができたが、鉄扇によって扶桑国へと飛ばされ

てしまった。そこで蕭家五兄弟たちは老寿星に出会い、

「定風珠」と「三角金磚」を授けられ、鹿に乗って帰国

する。祁家の娘たちは再び鉄扇を仰ぐが今度は飛ばされ

なかったため、結婚を承諾する。

ついで蕭家五兄弟は三角金磚を用いて姜国で青竜妖を

倒し、また鄧州で温震・温雷・鮑忠・鮑孝ら「八怪」が

起こした乱もやはり三角金磚によって平定する。そこで

都に戻って周王にこのことを報告すると、周王は姜子牙

に命じて八怪を封神榜に追加させ、鄧州は平和になった。

蕭家五兄弟は乱を平定した功績で恩賞を与えられ、祁家

[2]	 徐二男氏には 2008 年 8月・
2009 年 8 月の二度にわたっ
てインタビューを行った。蚕
戯では一般的に『三角金磚』
の上演が多かったとするのも
氏の御教示による。

[3]	 山西古籍出版社、2007 年、
203 頁～ 204 頁。
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荘の五人娘とも結婚した。後の

人々は蕭家五兄弟を「蚕花五聖」

として褒め称えた [4]。

なお、同書には上演に用いられる影絵

人形の写真も収められているが、これを

見ると蕭家五兄弟の最前列の人物は三つ

眼となっており、徐二男氏によれば、こ

れは長男の蕭竜らしい。演目は秘宝・三

角金磚を駆使した蕭家五兄弟の活躍が中

心で、「蚕花五聖」についてはかれらが

後にそうなったと言うだけで、例えばそ

れが蚕神としてどのような役割を果たし

[4]	 祈家庄庄主有五女，名金、银、

玉、宝、贵，皆有武功。九天

玄女赠铁树、铁扇，五女以摇

铁树招亲。萧家庄有萧姓龙、

凤、虎、麒、麟五兄弟，力大

无穷，去祈家庄摇铁树，树被

摇动，但被铁扇扇至扶桑国，

遇老寿星赠定风珠及三角金砖，

以鹿送归。祈女扇之不动，才

允婚。后萧龙等以金砖破羌国

青龙妖。邓州温震、温雷、鲍

忠、鲍孝等八怪作乱，萧龙以

金砖镇住。回京奏明周王，王

命姜子牙将八人补入封神榜，

邓州乃平。萧龙五兄弟平乱有

功，皆有封赠，回乡与祈家庄

五女完婚。后人称萧氏为蚕花

五圣。

ているのかは直接述べられていない。この点で、馬鳴王が蚕神

となる由来を語り、また蚕の成育を見守る様子を描く『馬鳴

王』とは大きく様相が異なっている。

また、物語の最後で描かれる姜子牙による「封神」の場面は、

明らかに明代の小説『封神演義』の枠組みに基づくものである。

実際、徐二男氏は筆者のインタビューに際して、この『三角金

磚』は『封神演義』の物語だと回答していたが、小説『封神演

義』にはもちろん蚕花五聖など登場しないし、また各地の地方

劇や説唱などで行われている『封神演義』に由来する様々な演

目にも類似の内容のものは無い。『三角金磚』は、いわば海寧

皮影戯で独自に行われている『封神演義』の「外伝」というこ

とになるが、最後の封神云々という部分はいかにも取って付け

たような感じで、多数の神仙を武王伐紂故事の中に巧妙に配置

していることを特徴とする『封神演義』の設定にもそぐわない。

これは恐らく、単独で存在していた蚕花五聖の物語に、無理矢

理『封神演義』をこじつけたせいだと思われる。

『三角金磚』の物語は『封神演義』ではなく、別に藍本があ

『三角金磚』（『海寧皮影戯』203頁）
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る。それは、明代の余象斗の小説『五顕霊官大帝華光天王伝』

（『南遊記』）に描かれる以下の「華光」の物語である [5]。

西方霊鷲山如来の弟子である妙吉祥は、独火鬼を殺し

た罪で地上界に堕とされる。馬耳娘娘の子・霊光として

生まれ変わる。霊光は如来によって五種類の神通力、す

なわち「五通」を付与されており、また生まれつき三つ

眼であった。成長した霊光は金鎗を盗んだ罰として紫微

大帝によって殺される。妙吉祥は再び炎玄天王の子・霊

耀として生まれ変わったが、やはり三つ眼であった（巻

一）。

霊耀は秘宝・三角金磚を用いて風火判官の妖怪を倒し

た功績で、玉帝から火部兵馬大元帥に任じられるが、金

鎗太子と争ったかどで免職される。これに怒った霊耀は

華光大王を名乗り自立するが、玉帝が自分を捉える天兵

を差し向けたと聞いてまたもや転生することを決意する。

妙吉祥は今度は婺源県の蕭家荘の五兄弟の一人として生

まれ変わるが、母の范氏は実は人食いの妖怪・吉芝陀聖

母であり、そのため竜瑞王によって捉えられてしまう

（巻二）。

華光は母を捜して訪ね歩くが、それを天界への謀反を

企てているものと誤解した玉帝は再び天兵を差し向ける。

これを撃退した華光は鳳凰山で鉄扇公主と知り合うが、

彼女の持つ鉄扇で扇がれても吹き飛ばされなかったこと

で、二人は結婚をする（巻三）。

華光はその後地獄に赴いてそこに閉じ込められていた

母を救出し、人食いをやめさせるために斉天大聖に化け

て西王母の仙桃を盗んで来て与える。これを知った斉天

大聖は激怒し、華光と戦うが、後に二人は和解して義兄

弟となる。最後に華光は玉帝によって「上善五顕霊官大

[5]	 『古本小説集成』第一批（上海
古籍出版社、1990 年）所収崇禎
四年刊本を参照した。



	 海寧皮影戯『三角金磚』と蚕花五聖信仰（山下）	 93	 海寧皮影戯『三角金磚』と蚕花五聖信仰（山下）	 93

帝」に封じられる（巻四）。

『五顕霊官大帝華光天王伝』は、四巻十八回と、明代の白話

小説の中では比較的短い作品だが、ストーリーは上に見たよう

に非常に複雑多岐に渡っている。これは、後述するように、作

者の余象斗が複数の要素をつなぎ合わせて小説を書いたため

である。ここで語られる華光という神は相当な乱暴者で、「悪

神」といっても差し支えない存在であり、『三角金磚』の蚕花

五聖とはやや性格が異なっている。ただ、「三つ眼の主人公」

「三角金磚」「蕭家五兄弟」「鉄扇」「封神」といった、『三角金

磚』に見える要素はほぼ出揃っており、この演目は上記の華光

の物語を踏襲していることが推測される。ではこの蚕花五聖と

華光という神格はどのような関係にあるのだろうか。以下、こ

の問題について検討して行きたいと思う。

3. 蚕花五聖と華光

蚕花五聖は、浙江省東部で広く信仰されている蚕神の一種で

ある。顧希佳は「杭嘉湖蚕郷風俗初探」で以下のように記して

いる [6]。

杭州・嘉興・湖州の養蚕地帯では、人々は「蚕花五

聖」という、また別の蚕神を信仰している。これは五聖

の一種で、男性であり、養蚕や桑の樹を司っている。海

塩の民間では、この蚕花五聖は三つ眼で手が六本に描か

れ、うち二本の手は繭が載せられたお盆を捧げ持ち、他

の四本は他の様々なものを持っている [7]。

蚕花五聖が「描かれ」ているというのは、浙江省東部の習俗

である「斎蚕花」で、蚕花五聖を祀る際に用いられた図像の類

を指しているものと思われる [8]。

[6]	 『浙江民俗』総第 20・21 期、
1986 年、8頁～ 22頁。

[7]	 在杭嘉湖蚕乡，人们还信仰着

另一个蚕神，叫做“蚕花五圣”。

是五圣之一，男性，主管蚕桑。

在海盐民间，这个蚕花五圣被

绘成三只眼睛、六只手，其中

两只手捧着一盘茧子，另外四

只手则拿着其他一些东西。

[8]	 韋秀程『浅談糸綢之路源頭在
新市』、韋秀程自印、2003 年、
83頁。
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[9]	 清明夜，用鱼、肉、米粉三牲，

千张豆腐干四碟（或加水果二

碟），酒盅五副，又供蚕花五

圣纸马一具。点上香、烛，以

斋蚕花，俗称“请蚕花五圣”。

清明節の夜に、魚・肉・米粉の三種類の供え物と、千

張豆腐乾を四皿（あるいは果物二皿を加える）、酒杯を五つ、

それと蚕花五聖を描いた紙を一枚供える。線香と蝋燭を

灯し、それによって蚕花にお斎を施す。これを俗に「請

蚕花五聖」と呼んだ [9]。

なお注意すべきは、一般に行われている蚕花五聖は『三角金

磚』に登場するような五人の神ではなく、単体の神であるとい

うことである。これについて、顧希佳は「杭嘉湖蚕郷信仰習俗

査考」[10]において以下のように述べている。

蚕花五聖の三つ眼（すなわち、額にもう一つ縦の目があ

ること）から、我々はあるヒントを得ることができる。

『華陽国志』「蜀志」には、「蜀侯の蚕叢がいて、その目

は縦になっており、始めて王を称した」とあり、ここ

から蚕叢は「縦目」があったことが解る。「縦目」とは

「彫題」と解することができる。この言葉について、『礼

記』「王制」編の孔穎達の疏には以下のようにある。「彫

とは、刻するということである。また題とは額のことで

ある。（すなわち彫題とは）絵具でその額にしるしを刻み

こむことである。」つまりこれは、俗に言う「三つ眼」

である。ここから分析すると、杭州・嘉興・湖州の養蚕

地帯で近頃信仰されている蚕花五聖は、恐らく古代の

蜀の地の蚕叢氏の信仰のバリエーションだと考えられる。

…（略）…我々は、馬頭娘や蚕花五聖、および蚕馬神話

は、いずれも四川一帯から杭州・嘉興・湖州に伝わった

ものと結論づけることができる。これは我が国の古代に

おける絹糸生産の歴史的事実とも符合する。四千七百年

前には杭州・嘉興・湖州一帯ですでに絹糸生産が行われ

蚕花五聖（双慶禅寺）

[10]	『民間文芸季刊』総第十一期、
1986 年、250 頁～ 268 頁。
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ていたとは言え、本当に盛んになったのは宋代以後のこ

とであり、殷代前後にまで遡れば、四川・陝西一帯の絹

糸生産は杭州・嘉興・湖州一帯に比べてずっと発達して

いた。それが生産技術の伝播に伴って、我々の先祖は四

川・陝西一帯の神話や信仰習俗と一緒に杭州・嘉興・湖

州一帯に持ち込んだのであり、またその伝播の過程で変

異も生じたのである [11]。

確かに馬頭娘、すなわち前稿で取り上げた「馬鳴王」なども、

例えば唐代の『乗異記』などでは四川で祀られているものだと

記されており、顧希佳の言うように現在江南で行われている養

蚕習俗の中に四川起源のものが多いことは事実である。蚕花五

聖も、あるいはこの蚕叢に起源する可能性はあるだろうが、そ

れで説明が付くのは三つ眼という点だけであり、例えばなぜ

「五聖」という名前なのかということについては理由が分から

ないことになる。また蚕叢については「青衣神」の別名で明代

の『三教源流捜神大全』巻七などにも記載があり [12]、後世に

至るまでその信仰が続いている。こうした点から考えると、仮

に蚕花五聖の起源が蚕叢だとしても、両者は早い段階で分化し

てしまったものと考えるべきだろう。

むしろ蚕花五聖の由来を直接示していると思われるのは、

明・田汝成『西湖遊覧志余』巻二十六にみえる「五聖」の記述

である [13]。

杭州の人は五通神を最も信仰している。これはまた五

聖とも称するが、その姓氏や由来についてはいずれも

解っていない。ただ、この神は高さは三、四尺を超えな

い低い家を好むとだけ伝えられている。五人の神が一緒

におり、また五人の夫人とそれぞれ夫婦になっていると

される。路地裏や空いている庭、また大木の下などに多

[11]	 从蚕花五圣的三只眼睛（即额

头多一纵目）上，我们却可得到

一些启示。据《华阳国志 •蜀
志》：“有蜀侯蚕丛，其目纵，

始称王……”可见蚕丛是纵

目的。纵目，或释为“雕题”。

《礼记 •王制》孔颖达疏：“雕，
谓刻也；题，谓额也，谓以丹

青刻雕其额”，也就是俗称的

“三只眼”。由此分析，杭嘉

湖蚕乡近世信仰的蚕花五圣，

很可能是古代蜀地蚕丛氏信仰

的一种流变。…（略）…我们

推断马头娘、蚕花五圣以及蚕

马神话，都是从四川一带传入

杭嘉湖的。这和我国古代蚕丝

生产史实也相吻合。尽管早在

四千七百年前，杭嘉湖一带已

有蚕丝生产，但是真正的兴盛

则在宋以后。追溯到殷代前后，

川陕一带的蚕丝生产当比杭嘉

湖一带更为发达，正是随着生

产技术的传播，我们的祖先把

川陕一带的神话连同信仰习俗

一起传到了杭嘉湖，并在传播

过程中发生了变异。

[12]	『三教源流捜神大全』につい
ては、以下いずれも『中国民
間信仰資料彙編』第一輯（台
湾学生書局、1989 年）所収日本
内閣文庫蔵明刊本を参照した。

[13]	 中華書局 1958 年排印本によ
る。
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く祠が建てられており、特に西泠橋のあたりが盛んであ

る [14]。

杭州は嘉興に近く、また『三角金磚』で蚕花五聖が五人の神

として描かれ、それぞれ夫人を娶ることとも内容的に共通して

いることを考えると、ここで述べられている「五聖」は現在の

蚕花五聖に連なるものであることが推測される。また「五聖」

が「五通」の別名であるという点が注目される（五通については

後述）。そして同じく田汝成の『西湖遊覧志』巻十七には以下

のような記述がある [15]。

華光廟は普済橋の上にある。もともとは宝山院と言い、

宋の嘉泰年間に建立された。紹興年間の初め、丞相の

鄭清之が重修し、五顕の神を祀った。また「五通」「五

聖」とも称し、江南地方では必ず祀られているが、特に

杭州は盛んである。しかしその起源については解ってい

ない [16]。

ここから、「五聖」は「五通」以外に「五顕」とも呼ばれ、

また「華光」とも同一の神格とされたことが解る。先に見た

『五顕霊官大帝華光天王伝』でも、巻一で華光は「五通」の能

力を付与されているし、また巻四では「五顕」を含む称号を与

えられているが、これはこうした状況を反映したものであろう。

蚕花五聖がこの「五聖」であり、またそれが華光であるのな

らば、『三角金磚』と『五顕霊官大帝華光天王伝』が似通った

内容を持つことの説明がつく。また蚕花五聖が『三角金磚』の

ように五人の神だったり、一般に信仰されるように単独の神で

あったりすることも、華光自体が両者の形態を有するのだから、

この二つが併存していることも説明が付くことになる。

[15]	 中華書局 1958 年排印本によ
る。

[16]	 華光廟，載普濟橋上，本名寶
山院，宋嘉泰間建。紹興初，
丞相鄭清之重修，以奉五顯之
神。亦曰五通、五聖，江以南，
無不奉之，而杭州尤盛，莫詳
本始。

[14]	 杭人最信五通神，亦曰五聖，

姓氏源委，俱無可考，但傳其

神好矮屋，高廣不逾三四尺。

而五神共處之，或配以五婦。

凡委巷，若空園及大樹下，多

建祀之，而西泠橋尤盛。
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4. 華光と五通

ここで問題となるのは、華光・五聖・五通・五顕の四者の関

係である。上に見たように、田汝成はこれらを同一の神格の別

称に過ぎないとしているが、実はそれぞれ異なる来歴を持って

おり、そしてそれは最終的に蚕花五聖という神格がどのような

ものであるかという問題にも関わってくる。幸い、この四者の

神格の問題についてはすでにリチャード - フォン - グラン [17]、

呂宗力・欒保群 [18]、黄兆漢 [19]、二階堂善弘 [20]らの研究があ

るので、以下これらを参照しながらこの問題について検討して

みたい。

まず華光とは、もともとは仏典の中に見える仏弟子の一人・

舎利弗の別名であり、中国では特に信仰が盛んな神格という訳

ではなかったが [21]、後に道教の「馬元帥」と合流することで

大きな人気を獲得した。馬元帥については、『三教源流捜神大

全』巻五に載せる以下の「霊官馬元帥」という資料が比較的纏

まった記述となる [22]。

馬元帥は全部で三回、霊験を顕した。もともとは妙吉

祥の化身であるが、焦火鬼を殺したことで如来が心を痛

め、人間界に堕とした。そこで五つの火光となって馬氏

金母のもとに転生した。三つ眼であったために、三眼霊

光と名付けられた。生まれて三日目にして戦うことがで

き、東海竜王を斬って水害を除き、続いて紫微大帝の金

鎗を盗んだ。次に火魔王公主の子供として生まれ変わっ

たが、その際は左手に「霊」の字が、右手に「耀」の字

があったので、「霊耀」と名付けられた。大恵尽慈妙楽

天尊に弟子入りし、天書を学び、風・雷・竜・蛇・䤋鬼

など、民を安んじる術をすべて身につけ、金磚三角を授

かり、無限の神通力を得た。そして玉帝の命を承けて風

[17]	「財富的法術：江南社会史上
的五通神」、スティーブン・
C・エイブリル編・陳仲丹訳
『中国大衆宗教』（江蘇人民出
版社、2006 年）、143 頁～ 196
頁。なお原著、Richard	von	
Glahn,	 “The	Enchantment	of	
Wealth:	The	God	Wutong	 in	
the	Social	History	of	Jiannan”
,	Harvard	 Jornal	 of	Asiatic	
Studies,	No51,1991 は未見。

[18]	「五顕　五通　五聖」、『中国
民間諸神』下巻（河北教育出版
社、2001 年）、536 頁～ 557 頁。

[19]	「粤劇戯神華光是何方神聖」、
『中国神仙研究』（台湾学生書
局、2001 年）、49頁～ 88頁。

[20]	「馬元帥華光と五顕神」、『道
教・民間信仰における元帥神
の変容』（関西大学出版部、2006
年）、180 頁～ 189 頁。

[21]	『法華経』譬喩品で、舎利弗
が仏陀の受記によって華光の
名を与えられている。黄兆漢
前掲論文 62頁参照。

[22]	 黄 兆 漢 59 頁 ～ 60 頁、 二
階堂善弘前掲論文 180 頁～
182 頁参照。
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と火の神を降し、これを風輪と火輪として操った。また

百加聖母を降して五百の火鴉を収め、烏竜大王を降して

その翼を使い、さらに揚子江の竜を斬って民に福をもた

らした。このように様々な困難と危険を経たことは、か

れのこの上ない忠誠ぶりを表している。また南天を司っ

ていることは、神としての力量の大きさを物語ってい

るし、瓊花の宴で金竜太子がかれにわざわざ酒を勧めて

いることなどは、その天界における寵愛ぶりを示してい

る。ところが太子の傲慢ぶりに腹を立てて兵を興し、南

天門を焼き払い、天の神軍をことごとく打ち破って、そ

の後竜宮に赴いた。その際に離婁・師曠とも戦ったが和

解して仲間となり、また金竜を鞭打って怒りを晴らした。

そして仕方なく、五人兄弟・二人姉妹として鬼子母のも

とへ転生した。母が死ぬと地獄へ探しに赴き、海蔵を越

え、霊台を越え、酆都を過ぎ、鬼洞に入って、哪吒と戦

い、仙桃を盗んで、斉天大聖と戦い、最後は釈仏の取り

なしで和解したが、このことはその立派な孝行心を表し

ている。また後に菩薩の座の左に復したことは、この上

ない智慧を持っていたことを示している。玉帝は馬元帥

の功徳を天地に比し得るものとし、勅令により玄帝の部

下とした（後略）[23]。

ここにはすでに、『五顕霊官大帝華光天王伝』で描かれる華

光の物語の骨子がほぼ揃っている。ただし、『三角金磚』では

中心となる蕭家五兄弟のエピソードはまだ無く、また封号も

「霊官馬元帥」であって、「華光」「五顕」といった名は見えな

い。

しかしこの馬元帥がいつの間にか華光と同一視されるように

なり、上記の説話も華光の物語として語られるようになる。重

要なのは、それによって「乱暴者の悪神」という性格が華光に

[23]	 馬元帥之始終凡三顯聖焉。原

是至妙吉祥化身，如來以其滅

焦火鬼，憤有傷於慈也，而降

之凡。遂以五團火光投胎于馬

氏金母，面露三眼，因諱三眼

靈光。生下三日能戰，斬東海

龍王以除水孽，繼以盜紫微大

帝金鎗，而寄靈于火魔王公主

為兒，手書左靈右耀，復名靈

耀，而受業於大惠盡慈妙樂天

尊，訓以天書，凡風、雷、龍、

蛇、䤋鬼安民之術，靡取不

精。乃授以金磚三角，變化無

邊。遂奉玉帝敕，以服風火之

神，而風輪火輪之使。收百加

聖母，而五百火鴉為之用。降

烏龍大王而羽之翼，斬揚子江

龍而福于民。屢歴艱險，至忠

也。帝授以左印右劍，掌南

天事，至顯也。錫以瓊花之

宴，金龍太子為之行酒，至寵

也。殊憶太子傲，侮怒帥，火

燒南天門，遍敗天將，下走龍

宮，中戰離婁、師曠，偕以和

合二神，仍笞金龍以洩其憤。

至不得已，又化為一胎而五昆

玉二婉蘭，共產於鬼子母之遺

體，又以母故而入地獄，走海

藏，步靈臺，過酆都，入鬼洞，

戰哪吒，竊仙桃，敵齊天大聖。

釋佛為之解和，至孝也。後復

入于菩薩座左，至慧也。玉帝

以其功德齊天地，而敕元帥于

玄帝部下（後略）。



	 海寧皮影戯『三角金磚』と蚕花五聖信仰（山下）	 99	 海寧皮影戯『三角金磚』と蚕花五聖信仰（山下）	 99

付与されたことである。この種の神は「味方」につければ、そ

の強大な力で邪鬼を退ける守護神に転換し得るが、恐らくそう

した論理が働いた結果、華光は仏教の伽藍神として祀られるよ

うになり、明一代を通じて盛んに信仰されることとなるのであ

る [24]。

また五通は、宋代に広く知られるようになった神である。

宋・洪邁の『夷堅丁志』巻十三「孔労虫」には以下のような説

話が載っている [25]。

孔思文は長沙の人である。鄂州に住み、若い時に張天

師に会って法術を授けられ、またおこりを治すこともで

きたので、人々はかれを孔労虫と呼んだ。また荊南の劉

五という侠客がいて、江湖を往来していた。ある夜、妻

の頓氏と二人の子供が家にいたところ、窓の外から「劉

五郎はいるか」と尋ねる声がした。頓氏は左右を見渡し

たが、誰もいなかったので、怖くなって返答しなかった。

するとまた、「帰ってきたらあなたは私の伝言を伝えて

くれ、私は去る」という声がした。劉が帰ってきたので、

妻は昼間のことを話し、こんな所は引っ越そうと言っ

た。するとまた突然声がして、「五郎は帰ってきたか」

と言った。劉は怒って言った。「どんな妖怪が私の家に

何度もやって来ているのだ。わたしはお前など怖くはな

いぞ。」すると相手は笑って言った。「わたしは五通神だ。

妖怪ではない。あなたにお願いがある。わたしを祀れば、

あなたを一生裕福にしてあげるぞ。」[26]

そうして劉五が言われたとおりに祠を作って五通を祀ると、

はたしてかれの元には富がもたらされる。劉五は喜ぶが、一年

後、持っていた金銭が急に消え失せてしまう。怒った劉五は孔

思文に五通退治を頼む。

[25]	 中華書局 1981 年排印本によ
る。

[26]	 孔思文，長沙人，居鄂州。少
時曾遇張天師授法，並能治傳
屍病，故人呼為孔勞蟲。荊南
劉五客者，往來江湖。妻頓
氏，與二子，在家夜坐。聞窗
外人問，「劉五郎在否。」頓氏
左右顧，不見人，甚懼，不敢
應。復言曰，歸時倩為我傳語，
我去也。劉歸，妻道其事，議
欲徙居。忽又有言曰，「五郎
在路不易。」劉叱曰，「何物怪
鬼，頻來我家，我元不畏汝。」
笑曰，「吾即五通神，非怪也。
今將有求於君，苟能祀我，當
使君畢世鉅富。」

[24]	 黄兆漢前掲論文 57頁参照。
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孔思文は香を焚いて言った。「この家で祟りをなして

いるのはあなたですか。」すると空中で大きな笑い声が

して言った。「そうだ。劉五に頼まれてわたしを退治し

に来たのだろうが、お前は何をするつもりだ。お札を使

うような小技なら、わたしは正神なので、そんな朱砂の

法術は怖くないぞ。」孔は言った。「神が霊験をあらわし

ていると聞いたので、詳しく調べて謝礼をしようという

だけです。退治などというつもりはありません。」しば

らく問答をしたあと、孔は詰っていった。「わたしは神

にお目に掛かりに来た客です。それなのにどうして茶を

出して接待しないのですか。」そして振り返ると、茶は

もう卓の上に供えてあった。孔は言った。「劉の家で祟

りをなしているわけではないというのなら、供状を私に

授けて下さい。」すると最初は困ったようだったが、し

ばらくして言った。「供状を与えても構わない。」しば

らくして、卓いっぱいに細い字で書かれた供状が現れ

た。炭煤で書いたような感じで、あまり明瞭ではなかっ

た。孔は礼をし、相手を持ち上げて言った。「今日、あ

なたは正神であると解りました。劉五がみだりに訴えて

きても取り合いません。先ほどは無礼なことも言い、申

し訳ありませんでした。」そして立ち去り、劉に報告し

た。そしてその日の晩にかならず現れると思い、法術で

身を隠し、剣を携えて門の左のところに潜んだ。夜が

ふけると、黄色い衣を着た何物かがやって来た。冠服は

以前姿を現した時と同じであった。門を入った所で、孔

が剣を振り下ろすと、大声を上げて死んだ。見ると、血

だらけの黄鼠の下半身が落ちていた。朝になって祠に

行ってみると、上半身も神像の下にあった。五通の正体

は大鼠だったのである。廟と神像を壊すと、怪異は止ん	
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だ [27]。

ここでは五通は一匹の大鼠の妖怪として描かれている。『夷

堅志』には他にも幾つか五通についての記事があり、数も種類

もまちまちであるが、いずれも共通しているのは動物に由来す

る悪神だということである [28]。いわば「淫祠」であるが、し

かしこの種の神格はそうした「危なさ」を持っているからこそ、

逆に正統的信仰の神格には無い強大な神通力も持ち得る。その

ためか、宋代以後特に南方では各地で五通の祠が建てられ、そ

の信仰は隆盛を極めていくのである。

なお、この種の悪神的要素は、華光も馬元帥と習合すること

で獲得しており、両者は性質が似ていることになる。また仏教

でも別に「五通」という言葉がある。これは、神境智証通（自

在に移動できる力）・天眼智証通（普通の人には見えないものを見るこ

とができる力）・天耳智証通（普通の人には聞こえない音まで聞こえる

力）・他心智証通（他人の考えを知ることができる力）・宿命随念智

証通（過去世について知ることができる力）の五種類の神通力のこ

とで、外道でもこれは身につけることができるが、如来はこの

ほかさらに漏尽智証通（煩悩を取り去ることができる力）も持つ点

で異なっているとされる [29]。五通と華光は恐らくその性格の

類似によって習合したものと思われるが、『五顕霊官大帝華光

天王伝』でも五通が華光の能力として描かれていることを考え

ると、表面的にはこの仏教の五通という言葉を介して両者の結

合が説明されたのだろう。

5. 五顕と五聖

また、五顕もやはり宋代に登場し、その後流行した神である。

宋・洪邁『夷堅三志』己巻十「周沉州神薬」には以下のような

記事がある [30]。

[27]	 炷香白曰，「吾聞此家有祟，
豈汝乎。」空中大笑曰，「然。
知劉五命君治我，君欲何為，
不過効書符小技，吾正神也，
何懼朱砂為。」孔曰，「聞神至
靈，修敬審實，何治之云。」
問答良久。孔誚之曰，「吾來
見神，是客也，獨不能設茶相
待耶。」指顧間，茶已在桌上。
孔曰，「果不與劉宅作祟，盍
供狀授我。」初頗作難，既而
言，「供與不妨。」少頃，滿卓
皆細字，如炭煤所書，不甚
明瞭。孔謝去，慰以好語曰，
「今日定知為正神。劉五妄
訴，勿恤也。適過相觸突，敢
請罪。」既退以語劉。料其夕
當至，作法隱身，仗劍伏門左。
夜未半，黃衣過來，冠服如初，
徑入戶，孔舉劍揮之，大叫而
沒。但見血中墮黃鼠半體，旦
而跡諸祠，正得上體於偶人下，
蓋一大鼠也。毀廟碎像，怪訖
息。

[28]	 呂宗力・欒保群前掲論文
555 頁参照。

[30]	 中華書局 1981 年排印本によ
る。

[29]	 例えば世親造・玄奘訳『阿毘
達磨俱舎論』巻二十七、大正
蔵 No.	1558 など。そのほか、
宋代仏教における五通の問
題については、リチャード -
フォン - グラン前掲論文 150
頁参照。
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徳興の五顕廟は、この神の発祥の地である。そのため

この場所でしばしば霊験を顕してきた。…（略）…一般

には、中でも第四位の神である顕霊昭済広順公が、つね

づね道を好んで斎戒を行い、薬を施すことに専念して功

徳を積んだとされる。それゆえ、霊験はこのようにいず

れもあらたかなのである [31]。

五通と五顕が異なる神として認識されていたことは、同じ洪

邁の著作の中で両者が別々に描かれていることから解る。両者

の違いは、五通が「五」と言いながら一つだったり複数だった

りと、数が一定しない上に、その出自も動物系の悪神であるの

に対し、五顕は上の記事で「四番目」が「顕霊昭済広順公」だ

と言っているように、「五人」であることがはっきりしており、

また人間が神となったものであることである。ただ両者は名称

が似ていることから混同を起こしやすかったことも確かで、実

際に合流してしまった例も数多く見られる [32]。そして、五通

と習合した華光が五顕とも合流するのは、いわば当然の成り行

きであったと言えるだろう。

なお上の記事では徳興を五顕の発祥地としているが、他の資

料では婺源だとするものもある。宋・陳耆卿『赤城志』巻三十

一「祠廟門」では以下のように述べられている。

五顕霊官王の行祠は、栖霞宮の後山にあり、嘉定十四

年に建てられた。これは婺源の神である [33]。

徳興と婺源とは隣接しており、いずれも現在は江西省上饒市

に属する。宋・真徳秀『西山文集』巻五十二「梅山廟祝文」に

は、五顕信仰が宋室の公認を受けるに際して徳興の属する徽州

と婺源の属する饒州がいずれも「自分たちの場所こそが本拠地

だ」と主張したことが記されているが [34]、注目すべきはそこ

[31]	 德興五顯廟，本其神發跡處。

故赫靈示化，異於地方。…

（略）…俗言第四位神顯靈昭

濟廣順公素好道齋戒，專務施

藥，以積陰功，故效驗章章如

此。

[32]	 呂宗力・欒保群前掲論文
555 頁参照。

[33]	 五顯靈官王行祠在栖霞宮後山，
嘉定十四年建。婺源神也。

[34]	 徳興と婺源の「本家争い」に
ついては、リチャード - フォ
ン - グラン前掲論文 150 頁
～ 152 頁参照。
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で五顕の「素性」の言及があることである。

私は昨日奉常（宗廟の祭祀を管轄する官）から、徽州・饒

州から奏上された「五顕王に加封する本末」を手に入れ

て読んだが、そこではいずれもこの神は蕭という姓で、

五人兄弟だと書かれていた [35]。

これによれば五顕は「蕭姓の五人兄弟」ということになる。

『五顕霊官大帝華光天王伝』で華光が二度目に生まれ変わった

時、蕭家の五人兄弟に生まれ変わっているのは、これを受けた

ものであろう。

この他に「五聖」がある。これについては、清・鈕琇『觚

剩』巻一「奏毀淫祠」に以下のような記事が見える。

明の太祖は、天下を統一して功臣に封爵を行った後、

たくさんの兵卒が出てくる夢を見た。かれらは殿前に並

び、「われらは陛下が四方を討伐するのに付き従い、陣

中で命を落としました。功績が無いはずはありません。

どうか恩賞を賜りますよう。」太祖は言った。「そなたた

ちは人数が多いため、一人一人名前を調べることができ

ない。しかし五人一組とすれば、至る所で供え物は足り

るだろう。」そこで一尺五寸の小さな祠を建てて祀るよ

う、江南の家々に命じた。これを一般に「五聖祠」とい

う [36]。

これによれば、五聖は明王室が元末の戦乱で無くなった戦没

者を祀ったものということになる。五という数字は具体的な五

人の神を指すのではなく、五通と同じように漠然と多くの数を

表しているものと思われる。ただ五聖は、字義通りに解釈すれ

ば単に「五種類の聖なる存在」であり、そのため類似した五通

[35]	 某昨在奉常，獲見徽、饒二州

所奏〈加封五顯王本末〉，皆

謂神姓曰蕭，伯仲五人。

[36]	 明祖既定天下，大封功臣，夢

兵卒千萬，羅拜殿前，曰，

「我輩從陛下四方征討，雖沒

於行陣，夫豈無功，請加恩

恤。」高皇曰，「汝固多人，無

從稽考姓氏，但五人為伍，處

處血食足矣。」因命江南家立

尺五小廟祀之，俗稱「五聖祠」。
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や五顕との混同も起こった [37]。『三教源流捜神大全』巻二「五

聖始末」では、「五聖」について以下のように記されている。

五顕公の神は天地の始まりの時から存在していたが、

唐代の光啓年間にこの村に降った。…（略）…神が降っ

てから、格別に国に功績を成し、民を加護し、常に霊験

あらたかであった。これに先んじて、廟号は「五通」と

いう名を廃止し、大観年間には初めて廟に額を賜り「霊

順」と名付けた。…（略）…第一位は顕聡昭応霊格広済

王、顕慶協恵昭助夫人。第二位は顕明昭列霊護広祐王、

顕恵協慶善助夫人。第三位は顕正昭順霊衛広恵王、顕斉

協佑正助夫人。第四位は顕直昭佑霊既広沢王、顕顯佑協

斉喜助夫人。第五位は顕徳昭利霊助広成王、顕福協愛静

助夫人 [38]。

ここでは、五聖はかつては五通と呼ばれていたが、王朝の公

認を得て、それぞれが「顕」の字を名前に持つ五顕へと改めら

れた、ということになっている。これは恐らく、三者が混同さ

れ習合したことを、合理的に説明するために用意されたものな

のだろう。

そしてこの五聖が、すでに五通・五顕と結びついていた華光

と合流するのも当然の帰結であった。その結果、五聖の中は由

来の異なる複数の要素が同居することになる。それは一方で、

「様々な対象に祀ることができる神格」だろうという考えを生

み、田畑に祀る「田頭五聖」、大木を祀る「樹頭五聖」、軒の上

に祀る「簷頭五聖」、食用とする魚を祀る「魚米五聖」など [39]、

多数の五聖が出現した。蚕花五聖もまた、そのバリエーション

の一つだと考えることができるだろう。

こうした樹木や魚を守る五聖などからは、例えば華光や五通

が本来持っていた禍々しさなどは表面上は見えづらくなってい

[38]	 五顯公之神在天地問相與為

本始，至唐光啟中乃降於玆

邑。…（略）…自是神降，格

有功於國，福佑斯民，無時不

顯。先是廟號止名五通，大觀

中始賜廟額日靈順。…（略）

…第一位顯聰昭應靈格廣濟王，

顯慶協惠昭助夫人。第二位顯

明昭列靈護廣祐王，顯惠協慶

善助夫人。第三位顯正昭順靈

衛廣惠王，顯齊協佑正助夫人。

第四位顯直昭佑靈既廣澤王，

顯佑協齊喜助夫人。第五位顯

德昭利靈助廣成王，顯福協愛

靜助夫人。

[39]	 これらさまざまな五聖の種類
については、呂宗力・欒保群
前掲論文 556 頁、および顔
清洋『蒲松齢的宗教世界』（新
化図書公司、1996 年）128 頁参
照。

[40]	 浙江省で行われている蚕神は
この他にも「蚕三姑」や「養
蚕仙姑」などがあるが、流伝
地域が狭く、また本稿の論旨
とは直接関係しないため取り
上げない。これらの神々につ
いては、汪維玲「杭嘉湖蚕民
的蚕神信仰与養蚕禁忌」（上
海民間文芸家協会・上海民俗学会

編『中国民間文化（94/4）』、学
林出版社、1994 年、96 頁
～ 104 頁）参照。

[37]	 呂宗力・欒保群前掲論文
557 頁、二階堂善弘前掲論
文 185 頁～ 189 頁参照。
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る。これはいわば、多数の要素を抱え込むことによって、逆に

それぞれの特質が弱められてしまったものと言える。しかしま

た一方で、それらの要素は無くなった訳ではなく、ソースとし

ては依然として背後に存在し続けているということにもなる。

それが『三角金磚』の蚕花五聖においては、三つ眼や三角金磚

などは華光・馬元帥から、婺源の蕭家五兄弟は五顕から、辟邪

を行い得る強い力は五通からというように、モザイクのように

つなぎ合わされて描かれているのだと言えるだろう。

6. おわりに

浙江省東部では、蚕花五聖の他に主に二種類の蚕神が信仰

されている [40]。一つは嫘祖である [41]。これは「先蚕」とも称

し、三皇五帝のうちの黄帝の夫人で、人間に養蚕を教えた一種

の「文化英雄」であるとされる。蚕神としては北周以来歴代の

王朝によって公的に認められたいわば「由緒正しい」神である。

嘉興市の付近では、絹糸の大規模な集積地・消費地の一つだっ

た浙江省の省都の杭州や [42]、絹糸業の街としては浙江省東部

の嘉興や新市と競合関係にあった江蘇省呉江市の盛沢などで信

[41]	 嫘祖説話の形成については、
劉守華「蚕神信仰与嫘祖伝
説」（『道教与中国民間文学』、中
国友誼出版公司、2008 年、339 頁

～ 349 頁）参照。
[42]	 杭州の嫘祖廟は「機神廟」と

称し、明代に慶春坊東園巷に
建立されたものを始め、湧金
門や艮山門石弄口にも有った
が、現在ではすべて消滅して
いる。陳学文「明清江南蚕俗
和蚕文化」（『農業考古』総 27期、
1992 年、251 頁～ 256 頁）参照。

[43]	 盛沢の嫘祖廟は「先蚕祠」と
称し、城内の五竜路口に位置
する。杭州とは異なり、時代
が降って太平天国の乱終結後
の道光年間に建設されたもの
で、或いはこの時に文献的知
識に基づいて人工的に作られ
た信仰である可能性もあるだ
ろう。

仰されている [43]。

もう一つは馬鳴王である。これは晋・干宝『捜神

記』巻十四「女化蚕」の説話の系統に属する女神で、

浙江省東部一帯では最も広く行われているものである。

嫘祖とは相補分布を成しているが、それは両者がいず

れも女性蚕神として同様の役割を担っていることを示

してもいよう。

馬鳴王と蚕花五聖は、同時に祀られることがあり得

る。筆者の調査した中では、例えば清明節に大規模な

水上廟会を行うことで全国的に有名な浙江省桐郷市芝

村の双慶禅寺で両者がともに祀られていたし、また他

ならぬ海寧皮影戯で蚕花五聖の『三角金磚』と馬鳴王

嫘祖（盛沢先蚕祠）
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の『馬鳴王』という二つの演目が蚕戯と

して同居していることもこれにあたるだ

ろう。

これは、両者の役割に違いがあるため

だと思われる。『馬鳴王』は、馬鳴王が

人間界に降臨し、蚕の生育を「見守る」

という内容の演目であった。これに対

し『三角金磚』の蚕花五聖は、華光・五

顕・五通といった、駆邪を行う悪神とし

ての出自を持っていることから、恐らく

[44]	 清・同治年間の『湖州府志』
に『西呉蚕略』を引いて、
「馬頭娘…神称蚕花五聖（馬
頭娘は…この神は蚕花五聖と称す

る）」という記述があるよう
に、清代中期にはすでに両者
の習合も起こっているが、こ
れはそれぞれの役割分担が解
らなくなっていることが原因
だと思われる（顧希佳前掲論文
「杭嘉湖蚕郷信仰習俗査考」、259

頁）。また現在の双慶禅寺の
蚕花五聖像の中には、華光と
いうよりはむしろ道教の女神
で同じく三眼・六臂の「斗
母」に形状が似ているものも
あるが、これも女神としての
馬鳴王との習合を表している
可能性はあるだろう。

[45]	 五毒の物語については、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、106
頁～ 132 頁参照。

本来的には蚕の成育を妨げる邪気を追い払うという性質のもの

だったと考えられる。すなわち、同じく蚕神であっても、馬鳴

王は「見守る神」であり、また蚕花五聖はもともと「辟邪神」

なのだろう。ところがそうした区別が現在では解りづらくなっ

てしまっており、そのために「蚕花五聖は馬鳴王の別名であ

る」という説明が行われるなど、両者の習合も起こってしまっ

ている [44]。

そうして考えてみると、『三角金磚』は北方で行われる張天

師による五毒退治を演じる人形劇や、南方で行われる鍾馗によ

る駆邪を演じる人形劇などと同内容の辟邪劇となっても良かっ

たはずである [45]。しかし「王朝の公認」によって本来有して

いたはずの荒々しさが「去勢」された結果、かわりに五通を通

して流れ込んだ華光の物語を神仙の由来譚として演じるしかな

くなったのだろう。辟邪劇としては何とも中途半端なものに

なってしまったが、結果として、明代には大きな広がりを見せ

ながら現在では滅んだ華光信仰が奇跡的にその中に残されると

いう事態も生んだのである。

また「神に封じる」という設定は、華光物語が滅亡した後に

興起した『封神演義』の物語の枠組みで説明することが、いわ

ば一般的な通念となっている。そして影絵人形劇は農村部の神

馬鳴王（双慶禅寺）
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誕戯に参与することが多いせいか、神の由来を語る簡

便なテキストである『封神演義』の演目をどの地域も

有しているが、そうした影絵人形劇と『封神演義』と

の親和性の高さも手伝い、『三角金磚』はその外伝の

ように装わざるを得なかったのだろう。すなわち蚕戯

としての『三角金磚』は、本来は悪神による辟邪とい

うモチーフの人形劇儀礼となるはずが、悪神の「非淫

祠化」と『封神演義』の流行という、二つの世俗化要

因によって歪められたものと考えられるのである。そ

してそれは、当該地域の宗教儀礼が大きく世俗化の方

向に進んでしまっていることを表しているとも言える 蚕花五聖（双慶禅寺）

だろう。
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