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中文提要

關於李開先《西野春遊詞序》	 材木谷　敦

本文是關於李開先《西野春遊詞序》的試論。本文以李文與劉勰《文心雕龍》、陳師道

《後山居士詩話》和嚴羽《滄浪詩話》的關係為綫索，探討“本色”與“雅俗”之間的關係，

並對“本色”的含義和該詞出現在李文裡的背景等問題提出一些看法。

新程式與樣板戲深層解讀—以《智取威虎山》為例	 郭豐濤

自晚清民初以來的戲曲現代戲嘗試，多數未盡人意，關鍵即在戲曲現代戲追求的寫實精神

與傳統戲曲程式化、寫意性的藝術特質相違背。革命現代京劇樣板戲雖取消臉譜、水袖、厚底

靴，采用現代服裝、寫實布景等，但是，其在人物角色、音樂（唱腔、伴奏）、舞蹈、舞美設計

（服裝、布景、燈光等）諸方面，遵循階級本質化的原則設置，完成新程式塑造，最終實現新程

式化表演，暗合戲曲的美學傳統。此乃樣板戲成為較為成功的現代戲劇目之深因。本文以《智

取威虎山》為個案對新程式之塑造做細致呈現，這于我們重新認識樣板戲也有極大的意義。

關鍵詞：新程式、樣板戲、階級本質化、《智取威虎山》

台灣南部皮影戲的演出—以中元節為主	 山下　一夫

筆者在 2017 年 9月對高雄永興樂皮影劇團中元節演出進行調查，通過考察指出其演出特

點如下：（一）永興樂的皮影戲演出尚保留著幫唱、唱腔以及「副末開場」等弋陽腔的幾個特

徵，這點也加強筆者對「台灣皮影戲起源於弋陽腔」的看法；（二）中元節演出情況與台灣其

他劇種無大差別；（三）演出地點只限高雄市南部的漁村，但當地居民高度重視中元節時期皮

影戲演出活動。最近很多學者指出，與香港、東南亞一樣，台灣早期也有「潮州移民」，筆者

認為高雄南部漁民的祖先也跟他們有關，皮影戲也是從潮州直接傳到台灣的。

北京西派皮影戲錫慶班考—兼論京冀影戲之演變	 千田　大介

錫慶班是北京西派皮影戲的影戲班。根據德國皮革博物館的收藏品，可知錫慶班影戲箱就

是恭王府裡的。通過對錫慶班影卷的檢討，指出北京東、西兩派皮影戲的影卷具有一定程度上

的兼容性。錫慶班的影偶，風格上已經東派化了，這也可視為東、西兩派“同中有異”的證據。

冀中保定地區流傳著兩種皮影戲：老虎影和涿州影。老虎影的唱腔是“徒歌”，保留著弋陽腔

的古老風格；涿州影的聲腔與北京西派很接近。以此為線索，證明西派皮影戲聲腔是在乾嘉間

在京腔的影響下形成的，而它傳入冀東以後受到當地文化和河北梆子的影響形成了冀東皮影戲，

這是北京東、西兩派皮影戲“同中有異”之所以。



＊	 本稿は日本学術振興会科学研
究費補助金「中国古典戯曲の
「本色」と「通俗」～明清代
における上演向け伝奇の総合
的研究」（平成 29 ～ 33 年度、基
盤研究 (B)、課題番号：17H02327、

研究代表者：千田大介）による成
果の一部である。

[1]	 以下、中国語言説は拙訳に
よって示し、原文を訳文の後
に掲げ、出所を註などによっ
て示す。引用部の〔　　〕内
は引用者による補足などであ
り、近人の言説を除いて引用
部の句読は引用者による。
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李開先「西野春遊詞序」について

材木谷　敦

はじめに

１　問題の所在

２　「本色」と「雅俗」

３　暗引的問題

結び

はじめに

中国古典戯曲における本色論について検討する場合、比較的

早い時期に「本色」という語を用いて戯曲を論じた言説として、

李開先（1502―1568）『李中麓閒居集』巻六「西野春遊詞序」は

重要な意味を持つと思われる。その存在も内容も先行研究にお

いてしばしば取り上げられるところであり、本稿もこれを扱っ

てみたい。とりあえず、議論に必要な範囲で訳出する。[1]

戯曲と詩は意趣が同じでもスタイルが異なる。詩は奥

深くて余韻があるのがよい。戯曲ははっきりしていてわ

かりにくくないのがよい。戯曲を詩にすれば、その詩は

レベルが低い。詩を戯曲にすれば、その戯曲は戯曲らし

くない。〔略〕伝奇と戯曲に南北の違いがあるとしても、

また套詞と小令に長さの違いがあるとしても、その深い

道理はひとつである。〔表現についての〕悟りへの到達

は、ほかでもなく作者の資質と学力にかかっている。し

かし、全て金元を基準とするのは、詩について唐を最高

とみなすのと同じである。なぜか。戯曲は金に始まり、

元に盛んになった。元は境域が安定し、租税の負担が軽
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く、衣食が足りていた。生活が安定して歌が起こり、心

に楽しみを感じ、口に歌声が生まれた。長くすれば套詞

となり、短くすれば小令となった。したがって、伝奇や

戲曲が多く、模範とするに足るということである。穆玄

菴が、異民族支配だからと非難することはできないと

言ったのも、多くの人々が同意見である。明初では、劉

東生、王子一、李直夫といった名家が、金元の風格を残

していた。その後ふたつに分かれ、「本色」によるもの

は戯曲作家の戯曲となり、そうでなければ文人の戯曲と

なった。陳大声が正徳丁卯の年に亡くなってからは、王

渼陂だけが優れている。陳大声〔の作品〕は元風の戯曲

として低い水準であり、王渼陂〔の作品〕は文人の戯

曲として高い水準である。同レベルとみなすことができ、

優劣を付け難いものがある。全てが揃っているのは、元

ということになるだろう。それは詩なら唐を超えるもの

がないのと同じである。

私と西野氏は戯曲の関係で付き合って四十年になろう

としている。〔略〕西野氏は年を取るにつれて、戯曲創

作がますます巧みになり、意見が特に合うようになった。

最近「春遊」という作品を書いた。言葉が優れており、

俗も雅もあり、あらゆる面で素晴らしい。実に、上林に

出向いて踏青をしているような感じがして、美しい春景

色が目に浮かぶようである。私はすっかり気に入ってこ

れを出版することにした。そこで、このように戯曲の源

流について触れる序も付すことにした。

（原文）詞與詩。意同而體異。詩宜悠遠而有餘味。詞

宜明白而不難知。以詞爲詩。詩斯劣矣。以詩爲詞。詞斯

乖矣。〔略〕傳奇戲文。雖分南北。套詞小令。雖有短長。

其微妙則一而已。悟入之功。存乎作者之天資學力耳。然

俱以金元爲準。猶之詩以唐爲極也。何也。詞肇於金。而



[2]	 顧廷龍等編『続修四庫全書』
（上海古書籍出版社、1995 年）、
第 1341 冊、22-23 頁。
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盛於元。元不戍邊。賦稅輕而衣食足。衣食足而歌詠作。

樂於心而聲於口。長之爲套。短之爲令。傳奇戲文。於是

乎侈而可準矣。穆玄菴謂。不可以胡政而少之。亦天下之

公言也。國初如劉東生。王子一。李直夫諸名家。尚有金

元風格。迺後分而兩之。用本色者爲詞人之詞。否則爲文

人之詞矣。自陳大聲正德丁卯年沒後。惟有王渼陂爲最。

陳乃元詞之下者。而王乃文詞之高者也。可爲等儕。有未

易以軒輊者。若兼而有之。其元哉。其猶詩之唐而不可上

者哉。

予與西野先生爲詞友。將四十年矣。〔略〕西野年愈

長。詞益工。而論尤合。近作春遊一闋。語俊意長。俗雅

俱備。聲中金石。色兼玄黃。真如游上林而踏青郊。淑景

春葩。歷歷在目。予愛而刻之。因併序詞之源流如此。[2]

１　問題の所在

「西野春遊詞序」においては、「本色」の意味も、その対概

念も、直接には示されていない。「本色」と他の概念との関係

が充分に整理されていないと見受けられる面もある。結果とし

て、読みにくい部分がある。

この種の読みにくさのためか、「西野春遊詞序」には様々な

説明がなされている。例えば、次のような説明はよく理解でき

る感じがするかもしれない。

彼〔李開先〕は次のように考えている。長套、小令、

北曲雑劇と南曲戯文はみな同じで、明初の劉東生など

のように、「金元の風格」を持たなければならず、その

ようであってこそ「本色による」戯曲作家の戯曲であり、

そうでなければ、文飾を重視する詞家〔文人の誤りか〕

の戯曲である。李開先における「本色」の意味は、「金

元の風格」、すなわち戯曲が極めて盛んだった時代であ



[3]	 曽永義「從明人『当行本色』
論説評騭戲曲應有之態度與方
法」国立中山大学中国文学系
『文與哲』第 26 期、2015 年
6 月、13-14 頁。
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る金元が持っていた本来のありかたと味わいを指してお

り、具体的には、言葉はわかりやすくなければならず、

音調は「心に楽しみを感じ、口に歌声が生まれ」るくら

いに自然で滑らかでなければならないということである

と理解できる。

（原文）他認為長套、小令、北曲雜劇和南曲戲文都一

樣，要像明初劉東生等人一樣，具有「金元風格」，如此

才是「用本色的」曲家之曲；否則便是講究藻飾的詞家之

曲。可見李開先「本色」之義在指「金元風格」，亦指曲

極盛時代金元所具有的原本面貌和韻味，具体的説是造語

要明白易懂，聲韻要「樂於心而聲於口」那樣的自然流 

利。[3]

しかし、もとの言説のわかりにくさからすると、そのように

理解してよいかどうかわからない部分がある。この説明の対象

とされていない部分で、「西野春遊詞序」が「俗」も「雅」も

あることをよきこととしている点に注意する必要があるだろ

う。「本色」が理想としての「金元の風格」、理想としての戯曲

らしさのようなものにかかわる概念であるとして、その理想

は「俗」も「雅」もある状態であったはずである。したがって、

「本色」は、「わかりやすさ」や「自然さ」といった、どちらか

と言えば「俗」に関連が深いと考えられる属性を、「雅」と切

り分けられた形で含むわけではないはずである。

また例えば、次のような説明は、「雅俗」に関する議論を踏

まえているので、より適切に見えるかもしれない。

李開先の考えにおける最高の戯曲の理想は、「俗も雅

もあり」、「本色」と文飾の「全てが揃っている」元曲で

あり、その次が「本色による」「戯曲作家の戯曲」であ

り、最も下は「文人の戯曲」である。元曲であろうと



[4]	 祁志祥「明代曲学中的本色
論」遼寧省社会科学院《社
会科学輯刊》2013 年 06 期、
171 頁。

[5]	 ちなみに『李中麓閒居集』巻
五「賀吾潭程尹馬政膺奨序」
や巻六「足前未尽」では、税
制上の「本色」が言及されて
おり、後者ではその場合の対
義語である「折色」とともに
現れる（註２前掲『続修四庫全書』、
第 1340 冊 628 頁および第 1341 冊

364 頁）。「本色」の語感の背
景として興味深い。
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「戯曲作家の戯曲」であろうと、用語が「はっきりして

いてわかりにくくない」ことを特色としている。

（原文）李开先心目中的最高曲词理想，是“俗雅俱

备”，「本色」与文饰“兼而有之”的元曲，其次则是“用

本色”的“词人之词”，最下者为“文人之词”。无论元曲

还是词人之词，都以用语的“明白而不难知”为特色。[4]

これにしても、そのように理解してよいかわからない部分

がある。この説明の場合、「本色」と補われた概念である「文

飾」とが、それぞれ「俗」と「雅」に振り分けられることにな

る。しかし、「本色」によると認定されているであろう明・陳

大声の作品が、「低い水準」とされながらも「元風の戯曲」（原

文「元曲」）と評価されていることからすれば、「西野春遊詞序」

における「本色」は、「金元の風格」すなわち理想としての戯

曲らしさのようなものに、親和的であるようには見えても、対

立的であったり完全に別の概念であったりするようには見えな

い。また、評価の基準は、「俗」も「雅」も含むところの「戯

曲らしさ」が、あるかないかではなく、比較的強いか弱いかと

いう程度問題だったのではないか。

「西野春遊詞序」における「本色」とは、どのような概念な

のか。ふたつの説明に対する疑問を踏まえつつ、整理を加え

てみよう。「本色」は、辞書的には「もとの色」「本職、本業」

「本来のありかた」「過度の修飾がない素朴さ自然さ」「田賦の

物納」を意味する。単純に考えて、「西野春遊詞序」の「本色」

は、「本職」でも「田賦の物納」でもなく、「もとの色」或いは

それが抽象化された「本来性」か「自然さ」でなければ理解で

きない。[5]戯曲というものにはそれを代表する目に見える色

彩があるわけではないので、「もとの色」という具体的なレベ

ルの意味ではなく、特に「本来性」や「自然さ」という抽象的

なレベルの意味が、適切だろう。さらに言えば、「西野春遊詞
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序」が戯曲と詩との比較から始まり、金元という特定の時代の

戯曲作品の価値を強調する議論を展開している点から考えれば、

表現の質としての「自然さ」ではなく、戯曲というものの「本

来性」を意味しようとしていると考えるのが、より適切だろう

（個々の書き手の持ち味としての「本来性」や「らしさ」ではない）。

この「戯曲というものの本来性」としての「本色」は、「自

然さ」や「わかりやすさ」といった属性を含み得るとしても、

それらを直接に意味するものではないだろう。より重要なのは、

「戯曲というものの本来性」が含み得る属性は、「わかりやす

さ」や「自然さ」に限らないと思われることである。もちろん、

「わかりやすさ」や「自然さ」は、実際に重要であると認識さ

れていたのだろうし、そのような属性を「本色」に対して補え

ば補えるだろう。しかし、「西野春遊詞序」では「俗」も「雅」

もあることがよきことと見なされている以上、「わかりやすさ」

や「自然さ」は想定されている「戯曲というものの本来性」の

一部であって全部ではないはずである。補われるべきは、「わ

かりやすさ」や「自然さ」といった主に「俗」に関係するであ

ろう属性に限らないだろう。

「戯曲というものの本来性」としての「本色」は、あるかな

いかが問題だったのではなく、程度の問題であったとしよう。

しかし、程度の尺度は示されず、「戯曲というものの本来性」

の全体、そこに含まれ得る属性のひとつひとつが、具体的に説

明されるような議論にはなっていない。李開先は「西野春遊詞

序」において「戯曲作品の質のよしあしは私が思う戯曲という

ものの本来性の程度による」という信念の下で、「戯曲という

ものの本来性」に含まれる属性を部分的に挙げているのだろう。

単純化すれば、李開先は自分が感じた何かに基づいてごく主観

的に議論を進めていることになる（もちろん、そのような議論のあ

りかたはかつての言説にあっては珍しいものではない）。わからない感

じがする部分は、どうしても残るだろう。
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このような整理は、「俗も雅もあり」という部分が「春遊」

を賞賛するためにたまたま選ばれたレトリックであって「本

色」と無関係であったならば意味をなさないし、「本色」とい

う語がさして深い考えもなく用いられたのならば意味をなさな

い。そこで、「本来性」としての「本色」が「俗」と「雅」の

両方にかかわることの意味も含めて、「西野春遊詞序」におけ

る「本色」という語にどのような背景があったのか、検討して

みたい。

２　「本色」と「雅俗」

「俗も雅もあり」という部分は、「春遊」を賞賛するために、

たまたま選ばれたレトリックであって「本色」と無関係だった

のか。まず、「本色」と「雅俗」との関係について考えてみた

い。南朝梁・劉勰『文心雕龍』「通変」に言う。

今、才知ある人物は、努力して文を学ぶ上で、たいて

い漢代の作品をおろそかに扱い、劉宋の作品を範として

いる。古今の作品をよく読んでいても、近い時代を重ん

じ、遠い時代をおろそかにしている。そもそも青は藍か

ら生じ、赤は茜から生じる。〔作られた色は〕「本色」

を超えているとしても、それ以上に変化することはない。

桓譚は言う、「私は新進の美しい文章を読んだが、美し

くても採るべきところがない。劉向や揚雄の作品を読む

と、いつも得るところがある」。この言葉からも明らか

である。したがって、青や赤を洗練させようとすれば、

必ず藍や茜に行き着く。欠点を正して浅薄さを避けるに

は、経典に学ぶことである。「質」と「文」の関係を斟

酌し、「雅」と「俗」の関係を適切に処理してこそ、文

章の変化の道理を理解するということについて、ともに

議論するに足りる。



[6]	 厳一萍選輯『百部叢書集成』
（芸文印書館、1965 年）所収『文
心雕龍』巻六、8a-b。
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（原文）今才穎之士。刻意學文。多略漢篇。師範宋

集。雖古今備閱。然近附而遠疏矣。夫青生於藍。絳生於

蒨。雖踰本色。不能復化。桓君山云。予見新進麗文。美

而無採。及見劉揚言辭。常輒有得。此其驗也。故練青濯

絳。必歸藍蒨。矯訛翻淺。還宗經誥。斯斟酌乎質文之間。

而櫽括乎雅俗之際。可與言通變矣。[6]

ここでは、「本色」が「文質」という対立や「雅俗」という

対立に関連付けられ、それぞれの対立について折衷的な方向が

示されている。「西野春遊詞序」の問題の部分は、この関連付

けと折衷的な方向を踏まえていると考えられるだろう。

ただし、「本色」の意味が問題である。『文心雕龍』における

「本色」では―整理しにくい部分もあるものの―「もとの

色」という意味から、比喩的に「起源として遡るべき過去の作

品」「学習の対象とすべき過去の作品」「重視されるべき過去の

作品」といった意味が生じている。これに対して、「西野春遊

詞序」における「本色」は、「もとの色」という意味の発端は

同じであっても、何らかの「作品」を意味の帰結とするような

具体的なレベルでは理解できず、「本来性」のような抽象的な

レベルにずらされていたと考えられる。

次に、「俗も雅もあり」という部分が「春遊」を賞賛するた

めにたまたま選ばれたレトリックであったのかどうかについて、

考えてみたい。『李中麓閒居集』巻五「喬夢符小令序」に言う。

私がこれ〔喬夢符の作品〕を論じるなら、奥深く面白

みがあり、「奇」でありながら「怪」に堕することなく、

言葉を重ねるほどに素晴らしくなるばかりで「繁」には

ならず、どの言葉も「俗」によりながら「文」である

〔と評価したい〕。

（原文）以予論之。蘊藉包含。風流調笑。種種出奇而



[7]	 註 2 前掲『続修四庫全書』、
第 1340 冊、650 頁。
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不失之怪。多多益善而不失之繁。句句用俗而不失其為	

文。[7]

「俗」は「雅俗」の「俗」であり、「文」は「文質」の「文」

である。「俗」と「文」の対立は、「俗」と「雅」の対立とし

ても、「質」と「文」の対立としても、読むことができるだろ

う。総合すれば、「喬夢符小令序」は「文質」や「雅俗」のバ

ランスを重んじて見せていると考えられる。そう考えるならば、

「西野春遊詞序」の「俗も雅もあり」という部分は、「春遊」を

賞賛するためにたまたま選ばれたレトリックではなく、李開先

の持続的な見解の表現であり、相応の背景を持っていたと考え

てよいだろう。

３　暗引的問題

「西野春遊詞序」の先の問題の部分が『文心雕龍』を意識し

ていたとすると、ある種の暗引として「本色」が言及されてい

るに等しいことになる。その意味では、「西野春遊詞序」にお

いて「本色」という語がさして深い考えもなく用いられたとは

考えにくい。

「西野春遊詞序」においてある種の暗引として「本色」が言

及されているに等しいと考えられる部分は、管見では他に２箇

所ある。『文心雕龍』の場合も考え合わせれば、「本色」が再三

言及されているとみなすことができる。したがって、「西野春

遊詞序」の「本色」という語がさして深い考えもなく用いられ

たとは、より考えにくくなると思われる。

まず「戯曲を詩にすれば、その詩はレベルが低い。詩を戯曲

にすれば、その戯曲は戯曲らしくない」という部分について考

えてみたい。北宋・陳師道『後山居士詩話』に言う。

韓愈は文で詩を書き、蘇軾は詩で詞を書いた。教坊の



[8]	 註 6 前掲『百部叢書集成』所
収『後山居士詩話』7a-b。

[9]	 姜栄剛「雷大使之舞何以非
“ 本色 ” ？―兼論宋代 “ 本
色 ” 論興起的歴史因縁」蘇州
大学学報編輯部『蘇州大学学
報（哲学社会科学版）』2016 年
第１期などによる。
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雷大使の舞いのようなもので、どんなに上手であっても、

結局は「本色」ではない。

（原文）退之以文爲詩。子瞻以詩爲詞。如教坊雷大使

之舞。雖極天下之工。要非本色。[8]

ここでの「詞」はいわゆる「填詞」を言い、「西野春遊詞序」

の「詞」は戯曲を意味する。しかし、詩とそれ以外とを比較す

る発想は共通している。「西野春遊詞序」は『後山居士詩話』

から発想を得たと考えられるだろう。「本色」についても関連

性が想定される。やはりある種の暗引として「本色」が言及さ

れているに等しいと言えるだろう。

『後山居士詩話』の場合の「本色」は「本職」のような意味

で理解するのが適切であると思われる。[9]しかし、「西野春遊

詞序」は、『後山居士詩話』の発想によりつつ、その「本色」

については「もとの色」から抽象化された「本来性」として理

解した上で踏まえていたのだろう（『後山居士詩話』の「本色」を

「もとの色」として理解しようとしても無理があり、「本来性」のような抽

象的なレベルの意味が生じることは必然的である）。

次に「悟りへの到達は、ほかでもなく作者の資質と学力にか

かっている」という部分について考えてみたい。南宋・厳羽

『滄浪詩話』「詩弁」に言う。

およそ禅の道はただ悟りにかかっており、詩の道もま

た悟りにかかっている。孟浩然の学力が韓愈よりはるか

に下であっても、その詩が韓愈よりも上だったのは、ひ

とえに悟りによる。悟りあってこそ、「当行」であり、

「本色」である。しかし、悟りには深浅があり、限界が

あり、徹底的な悟りもあれば、一知半解の悟りしか得ら

れないこともある。漢魏は理想的であり、悟りを必要と

しなかった。謝霊運から盛唐の詩人に至るまでは、徹底



[10]	 註 6 前掲『百部叢書集成』所
収『滄浪詩話』1b。

[11]	 註 2 前掲『続修四庫全書』、
第 1340 冊、667 頁。
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的な悟りである。他に悟った人物がいても、みな第一義

ではない。

（原文）大抵禪道惟在妙悟。詩道亦在妙悟。且孟襄陽

學力下韓退之遠甚。而其詩獨出退之之上者。一味妙悟而

已。惟悟乃爲當行。乃爲本色。然悟有浅深。有分限。有

透徹之悟。有但得一知半解之悟。漢魏尚矣。不假悟也。

謝靈運至盛唐諸公。透徹之悟也。他雖有悟者。皆非第一

義也。[10]

「悟り」を問題にする議論からすれば、「西野春遊詞序」は

『滄浪詩話』を踏まえていると考えられるだろう。「本色」につ

いても関連性が想定される。「西野春遊詞序」の問題の部分に

おいても、やはりある種の暗引として「本色」が言及されてい

るに等しいと言えるだろう。

作者の資質をめぐって「悟り」や「学力」を問題とする観点

は、『李中麓閒居集』巻五「改定元賢伝奇後序」にも見られる。

今〔本書・『改定元賢伝奇』に〕収める伝奇は、言葉

の内容が高尚かつ素朴で、音調が整っていて、人心や風

俗を感動によって善導する効果があるものを選んだ。特

に、資質が優れていて学力が充分で、悟りが深く作品の

風格が全うな作者を、重視した。

（原文）今所選傳奇。取其辭意高古。音調協和。與人

心風教。俱有激勸感移之功。尤以天分高而學力到。悟入

深而体裁正者。為之本也。[11]

これによれば、『滄浪詩話』からの影響は「西野春遊詞序」

以外にも及んでいたと考えられるだろう。

『滄浪詩話』の「本色」も、「当行」と近い「本職」のよう

な意味で理解することができる一方（どちらかと言えばそのほう



[12]	 ちなみに、『李中麓閒居集』
巻六「南北插科詞序」では、
「当行」が現れ、「本色」は
現れない（註２前掲『続修四庫全
書』、第 1341 冊、１頁）。李開先
は「当行」と「本色」を別の
概念と見ていたと考えられる。
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が詩人の資質を問題にする論旨に即していると思われる）、「もとの色」

から抽象化された「本来性」という意味で理解することもで

きる。[12]「西野春遊詞序」は、『滄浪詩話』の発想によりつつ、

「本色」を「本来性」と理解した上で踏まえていたのだろう。

そもそも『文心雕龍』も『後山居士詩話』も『滄浪詩話』も

「本色」という語が現れることから本色論の検討においてはし

ばしば言及されている。ここでは、「西野春遊詞序」について、

「本色」という語のみならず、議論の発想においても、『文心雕

龍』『後山居士詩話』『滄浪詩話』との関連性が想定されるとい

うことを強調しておきたい。

結び

以上、本稿による「西野春遊詞序」に対する整理にそもそも

意味があるかどうかを問題として、「本来性」としての「本色」

が「俗」と「雅」の両方にかかわることの意味も含めて、「西

野春遊詞序」における「本色」という語にどのような背景が

あったのかについて検討した。

「西野春遊詞序」の「俗も雅もあり」という部分は、「春遊」

を賞賛するためにたまたま選ばれたレトリックではなく、「本

色」と無関係だったわけでもなく、また「本色」という語がさ

して深い考えもなく用いられたわけではないと考えた。した

がって、本稿の先の整理について、成り立つ条件がそれなりに

存在すると考える。

先の整理も検討の過程も、「西野春遊詞序」の内容や李開先

の思考に対するあり得べき理解の型を示したものではある。し

かし、本稿の議論もそのように理解してよいのかどうかわから

ない説明のひとつに過ぎないことは言うまでもない。今後の検

討を課題としたい。
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 新程式与样板戏深层解读 

                   ——以《智取威虎山》为例

郭 丰 涛

一

传统戏曲作为古代社会的文娱产物，其在表现古代生活、人

物方面，游刃有余，然而对于表现现代生活，却感不足。自晚清

民初，基于启蒙宣传的需要，不断有戏曲改良者进行戏曲现代戏

的尝试，但始终未尽人意。建国后，中央大力提倡现代戏的编演，

“话剧加唱”式的作品居多，成效亦不大。关键问题，在于戏曲

现代戏追求的写实精神与戏曲程式化、写意性的艺术特质相违背。

众所周知，传统戏曲经过数十代戏曲艺人的发展完善，逐渐

形成为具有一套固定表演程式的综合的舞台表演艺术。其艺术语

汇就是程式，其中人物角色、以及塑造人物、演进情节的唱念做

打皆有规范可循。戏曲里的程式虽取材于生活，但决不仅仅是对

现实世界的模仿，而是植根于生活之上的对于现象本质的体味，

追求“神似”的效果。如剧中人物被划分为生旦净丑诸行当，对

其配以不同的脸谱、服装行头。脸谱由不同颜色及不同形式的勾

法勾勒而成，寄予强烈的褒贬，如红脸、白脸，红脸者，大致皆

赤胆忠心之人，而白脸者，大致皆阴险奸佞之人，善恶判然可

辨；服装行头，亦按行当不同，各有讲究，或暗示人物性格、或

褒贬善恶。程式化的角色，借助对应的唱、念、做、打等程式语

汇，演绎人生，具有浓厚的“写意”风格。因此，当戏曲不断被

注入写实主义精神时，自然与戏曲美学的程式化、写意性之间出

现违谬。当然，这与 20 世纪现实主义美学原则及话剧在当时中

国的传播有关。

20 世纪初期，“现实主义”被介绍到中国，初名为“写实



[1]	 陈独秀：《陈独秀著作选》（第

1 卷），上海：上海人民出版社，

1984 年版。

[2]	 蔡仪：《论现实主义问题》，

《文学研究》，1957 年第 1期。

[3]	 朱文相：《朱文相戏曲文集》，

北京：中国戏剧出版社，2004

年版。

[4]	 陶雄：《〈智取威虎山〉的修改

和加工》，《人民日报》，1964

年 6 月 5 日。
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派”、“写实主义”。五四时期，陈独秀颇有预见性地宣称吾国文

艺：“今后当趋向写实主义。”[1]（P.156）30 年代，“现实主义”

在马克思主义哲学的基础上得到重新阐释，抗战前夕，文艺界基

本上已经形成了独尊现实主义的趋势。建国后，蔡仪甚至用“现

实主义”这一概念涵盖了整个新文学的历史进程。[2]现实主义

之所以能够占据中国现代文艺理论的中心地位，傲视其他主义流

派，因其创作精神、方法，为社会改良者提供借以揭露社会弊端、

启蒙国民的工具，故而得到青睐。这在戏剧领域尤其话剧引入后，

尤为明显。

话剧自晚清引入中国，其表现现代生活的能力，便引起一批

社会改良者的兴趣。其优于戏曲之处，被简单地认为是采用了写

实的创作、表演方法。随后，话剧成为戏曲改革最重要的参照

物。晚清民初，改良者便略带强制地将写实精神灌入到旧戏表演

中，一批着现代服装、操生活化语言的“时装新戏”登上戏剧

舞台，但并未获得长久的发展。20 世纪 30 年代以来，随着民族

危机的日益加重，为了宣传革命斗争，戏曲更是积极参与现实生

活中，向生活学习的现实主义逐渐成为表演艺术发展的主要潮流，

但出现的多是“旧瓶装新酒”的现代戏剧目。建国以后，社会各

领域全面学习苏联，斯坦尼斯拉夫斯基的话剧表演体系，被戏剧

界奉为圭臬。朱文相说：“当时给我的印象似乎是戏曲改革的主

流是一味地学习苏联，戏曲理论也几乎是斯坦尼斯拉夫斯基体系

一统天下，可谓唯苏联马首是瞻。”[3]（P.651）在斯氏体系的对照

下，中国戏曲舞台上的表现方式尤其是表演程式被认为是非现实

主义的、形式主义的，偏离了文学艺术创作唯一正确的原则。戏

曲界纷纷表示“无论表现现代的或古代的生活，艺术的最高原则

是真实。”、“艺术毕竟是生活的反映，过分的艺术夸张，脱离生

活真实的艺术手段，不管它怎样精湛完美，对反映生活总是不利

的。”[4]但是，令人遗憾的是，坚守现实主义原则的戏曲现代戏

创作，却始终难出精良之剧目。		



[5]	 傅谨 ：《样板戏现象平议》，

《大舞台》，2002 年第 3期。

[6]	 “日《读卖新闻》评上海京剧

评上海京剧团在日本的演出”，

《参考消息》，1976 年 6 月 5

日。

[7]	 江青：《谈京剧革命》，《红

旗》，	1967	年第	6	期。

[8]	 《源于生活	高于生活 ：关于用

舞蹈塑造无产阶级英雄形象的

一些体会》，《红旗》，1969 年

第 12 期。
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二

作为戏曲现代戏发展路上的重要一环，革命现代京剧样板戏

由于深镌政治烙印，通常被不加思索的视作政治运作的产物，文

革结束后即被彻底否定。但是，自 80 年代末以来样板戏再度

“发声”，至今各地重排上演样板戏的讯息也屡见报端，不少人认

为样板戏“复潮”是一种怀旧情结作怪 [5]。固然存有这方面的

因素，但样板戏频繁登台，想必绝非简单的怀旧情结所能解释，

1976 年上海京剧院携《智取威虎山》赴日演出，剧场里并无退

场、起哄之人，反倒是掌声数次响起。[6]或许，更深层次的原

因毋宁是样板戏某种程度上合乎了传统戏曲的美学精神。当年江

青在有关“京剧革命”的讲话里提到改编京剧，“要合乎京剧的

特点，有歌唱、有武打，唱词要合乎京剧歌唱的韵律，要用京剧

的语言”。[7]实际上，一出现代戏若要取得成功，关键因素无疑

仍在于对戏曲程式化的深刻把握。可以说，样板戏找到了新程式

的塑造之法，从而完成新程式化演出。

如《智取威虎山》剧组所言“在革命现代京剧中，如果还是

原封不动地死搬硬套旧程式，那就会损害、歪曲无产阶级英雄形

象，在时代感上就会退回几百、几千年。”[8]传统戏曲表现古代

生活，所使用的程式乃是对古代生活现象的本质提炼，要表现现

代的人物、生活，当然就不能固守旧有的程式，因此，必须创造

能够反映新时代生活本质的新程式。以下我们且以《智》剧为例，

对之做一呈现。

《智取威虎山》乃“八大样板戏”里的经典作品，也是近

年来被频频搬上舞台的几个剧目之一。其取材于曲波小说《林

海雪原》，1958 年由上海京剧院改编为现代京剧《智取威虎山》，

1966 年底“荣升”样板戏。事实上，《智》剧的生成经历了漫长

的版本演变：1958 年版 ( 上海文艺出版社 1958 年出版 )、1964

年汇演演出本、1964 年 10 月修订本（载《剧本》1964 年 12 月号）、

1967 年版（载 1967 年《红旗》第 8 期）、1969 年版（载 1969 年《红
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旗》第 11 期）以及 1971 年版（人民出版社 1971 年出版）。《智》剧版

本演变过程，正是《智》剧组新程式制作、修正、定型的过程。

事实上，《智》剧组对于新程式的创造主要体现于三方面：

其一也是至为关键的，人物被阶级本质化转向两极化的戏曲角

色；其二、音乐（唱腔、伴奏）、舞蹈等；其三，舞美设计（服装、

布景、灯光等）。下面分别加以细绎：

（一）

作为程式化的戏剧艺术，京剧人物尤具程式性，依据性别、

年龄、性格、身份，行当各有设置，自有分别。《智》剧在版本

演变过程中，剧中人物不断被剔除私人性情感、智慧胆识，走向

阶级本质化，最终转向两极化的戏曲角色，强化了戏曲丰富的行

当设置。

杨子荣

1958 年版及 1964 年修订版，《定计》一场，我军获取了座

匪的一些情报后，经过一番细致讨论，杨子荣建议扮匪侦查。少

剑波本有些顾虑，然考虑到杨子荣对党的忠诚，尤其是赏识其

“孤胆”、“智勇”的才能，最终肯定他的提议：“你对党肝胆忠诚

可照，你大智大勇韬略高。仗孤胆扮匪徒单人入险要，我又是感

奋又是——把心操”，并郑重嘱托杨子荣“专等你孤胆英雄的佳

音到”。至 1967 年版，少剑波对于杨子荣的肯定则更多的是基

于对杨子荣阶级本质的首肯，“他出身雇农本质好”、“参军后立

誓把剥削根子全拔掉”，相信他“心红红似火，志坚坚如刚”，定

会取得成功，其中尚留有对其孤胆英雄的认可，“他曾经仗孤胆

炸毁敌碉堡”。到了 1969 年版，“孤胆”则被替换为“他多次凭

机智炸毁敌碉堡”。于是，孤胆英雄的个人化智勇胆识，业已完

全转换到“胸有红心”武装的阶级本质上。最后杨子荣豪气万丈，

自表决心，亦先申明自己的阶级身份，“共产党员要时刻听从党

召唤”，使命则是要“为人民开出万代幸福泉”。“一颗红心”在

胸，因此“明知征途有艰险，越是艰难越向前”。

1958 年版，《打虎上山》一场，杨子荣扮匪入山，面对难以
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预测的危险，唱出“茫茫林海形影单”，流露出孤情单绪。为使

自己更像土匪，故意哼唱“小曲”，行匪礼。1964 年修订版，杨

子荣“走边”时，因看到“峰峦层层山套山”，想起家乡美景，

进而回忆起自己的悲惨身世：“想起那地主杨大头的紫绛脸，想

起那狗腿子手中的竹节鞭。我父亲在鞭下骨折筋又断，我母亲成

疯癫跌死在河里边。小妹抢进地主的大宅院，从此我孤身一人伴

猪眠。”然而至 1967 年版，杨子荣面对群山，已无任何个人化

的顾虑与情感回忆，径自“抒豪情寄壮志”，“愿红旗五洲四海齐

招展”、“迎来春天换人间”，原本显得狭隘的“私人性”情感已

完全被宏伟远大的无产阶级革命理想覆盖，亦不再哼唱小曲，而

是大义凛然地面对群匪。

1958 年版，《计送情报》一场，杨子荣在威虎山的居室内，

一心顾虑送情报一事，而后玫瑰花及座山雕对杨子荣进行连续试

探，为了化除险境，杨故意说评书、假意与玫瑰花调情，而且以

抽旱烟、装烟袋拖延时间，后将计就计趁假装练兵，将情报送出。

至 1967 年版，杨子荣对于送情报的顾虑也仅仅以“得想办法”

一语带过，而故意抽旱烟、与玫瑰花调情等戏份，早已在 1964

年修订版被删掉。杨子荣由室内被移置平坦山坡上放声歌唱，因

想起远方整装待发的“战友军民”而“斗志昂扬”。党与同志们

的寄托给予杨子荣无穷的力量，乃因“胸有朝阳”即毛泽东思想

的武装，而被赋予了无穷的革命智慧及胆识，因此“刀丛剑树也

要闯”，而且很快地“摸敌情了如指掌”。

显然，经过几番修改，杨子荣面对危险处境时所展现出来的

个性化的情感意志、英勇胆识、才智表现的戏份完全被删除，变

成一个拥有毛思想武装，在党与群众组成的战斗集体的支持下，

有着无穷智慧与力量、崇高革命理想、具有鲜明阶级爱憎情怀的

优秀解放军侦查排长。纵然他犹有机智表现，亦不免是出于此。

少剑波 

1958 年版，在《发动群众》一场，少剑波应老乡要求，未

曾坚持住自己的立场，在不适当的时刻同意开动小火车，导致高
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波牺牲、栾平逃走的严重后果。然而至 1964 年修订版，少剑波

考虑到开战在即，有必要先把一撮毛和栾平两匪徒押回牡丹江司

令部，这样小火车遭到暗算，就不再是少剑波个人的过失，高

波也安然无恙。等到 1967 版，则仅仅在幕启提示中言及“夹皮

沟村民身背粮袋，目送火车远去”，已不涉及谁命令开动小火车

一事，后来小火车被炸，便与他丝毫无干了。少剑波的政策失误，

完全被抹掉。不仅如此，1971 年版，少剑波被剔除“世俗性”

的名字，直接改作阶级身份——参谋长。

普通战士

1958 年版，白茹被戏称为“小白鸽”，应老乡要求为大家写

春联，其间又与战士们斗嘴。高波与李勇奇趁空去打野鸡，军民

间的日常生活气息相当浓郁。至 1964 年修订版，军民间亲切的

生活对话已被删除，白茹失去了亲昵的戏称，然而犹有与大伙的

调侃，高波此时亦已不复有私人性情感。然而至 1967 年版，白

茹仅仅只剩下了几句纯粹的工作话语台词。待到 1969 年版，白

茹被剔除“世俗性”的名字，改作阶级身份——卫生员。

1964 年修订版，少剑波在与李母的交谈中，谈到自己与高

波的身世，“我父亲被地主抛下深涧，他的母遭匪劫一去不复还”。

至 1967 年版，悲惨身世的描写已完全不见，只唱出“我们是工

农子弟兵来到深山，要消灭反动派改地换天”的台词。1967 年

版，少剑波在《定计》一场曾提及杨子荣的悲惨身世，“老父亲

被地主逼得悬梁上吊，老母亲气成疯癫死在荒郊”，至 1969 年

版则被删。至此，所有解放军战士的身世问题，已绝口不提，一

个个是“工农子弟兵”，肩负着拯救受难群众的阶级使命。

常宝

作为新人物直至 1967 年版才被加入。《深山问苦》一场，经

杨子荣一再追问，小常宝脱帽露辫，恢复女儿身，一大段唱段道

出苦难身世，装哑巴、女扮男装，然而一直盼望得到解救，“盼

星星盼月亮，只盼深山出太阳”。杨子荣的出现，标志着从此小

常宝的人生见到了新太阳，决定跟着共产党“讨清八年血泪帐”。
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第九场《急速进军》，常宝本不得参加剿匪活动，然其“坚决要

求上战场”，“杀豺狼讨血债日盼夜想，披星戴月满怀深仇磨刀擦

枪”，革命热情高涨，最终参谋长同意她的请求。甫因翻身而得

以显露性别的常宝，旋即失去了女性特征。常宝的角色定位，就

是作为被解放的革命群众之阶级身份，近乎一个符号。

下面分析反面人物。1958 年版的《智》剧，反面人物与我

军有多处交锋。如《深山庙堂》、《雪地侦查》两场，定河老道与

一撮毛妻联手装戏，与我军周旋，导致我军无法抓捕一撮毛。双

方可谓旗鼓相当，反面人物甚至有凌过我军之势。杨子荣打进威

虎山，座山雕的“开山”气势相当整饬威严，当其献图获得座山

雕初步信任之时，座仍怀疑其身份，命其干女儿“玫瑰花”试探

杨子荣，而且自个设计假装共军打入试探杨子荣，显得即狡猾又

谨慎。然而至 1967 年版，反面人物已被大量踢下舞台，甚至删

除任何渲染反面人物的戏份。对于座山雕及其部下的描写，仅剩

下贪婪、残忍而又愚笨的一面。1958 年版，杨初获信任，大麻

子、塌鼻子犹有交心的话，“有你大麻子哥哥，你就好好干吧”、

“我塌鼻子就爱交朋友”……1964 年修订版这些尚能展现反面人

物个性情感的戏份被删除。至 1969 年版，“大麻子”与“塌鼻

子”这些原本显示身体特征的绰号，被代之以阶级性身份“匪参

谋长”、“匪副官长”。至于“一撮毛”则被改名为“野狼嚎”，由

人的层面被贬低到动物的层面。	

通过比较分析，可以看出，在 1958 年版及 1964 年修订版

中，正面人物时时流露出个人化的情感意志。然而自 1967 年版

后，正面人物具有个性色彩的戏份不断被删除，而代之以鲜明的

阶级性的情感意志。而反面人物，1958 年版中有很多狡猾、诡

诈的戏份，其时尚可与我军斗智斗勇，平手周旋。至 1964 年修

订版，对于反面人物的过度渲染被有意识地压缩，然仍留有不少

戏份。待到 1967 年版，反面人物被再度压缩删除，贬低至近于

动物性的角色，已绝不能与正面人物抗衡。

不妨说，自 1967 年版，戏中人物皆已被阶级本质化，男女



[9]	 《源于生活	高于生活：关于用

舞蹈塑造无产阶级英雄形象的

一些体会》，《红旗》，1969 年

第 12 期。

[10]	《源于生活	高于生活：关于用

舞蹈塑造无产阶级英雄形象的

一些体会》，《红旗》，1969 年

第 12 期。
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角色亦失去性别特征。此时的人物已脱去生活的真实性，作为不

同阶级身份的扮演者，从而转向本质化的戏曲角色。但是，不同

于传统戏曲丰富的行当设置，由于解放军战士与群众具有同质的

阶级属性：革命性，样板戏角色设置事实上已趋向于正 / 反两极

化。

（二）

传统京戏作为歌舞剧，唱腔乃其最重要的艺术程式。人物通

过唱腔传达情感。京戏唱腔，流派纷呈，唱法各异。至后学往

往“唱声不唱情，唱流派不唱人物”，逐渐走向形式主义，被贬

为“表现自我趣味而不塑造英雄形象”。[9]传统的“水腔”、“老

腔老调”等固然很美，却有违无产阶级英雄人物刚健、崇高的精

神气质。因此，旧有的唱腔、唱法势必要加以改造。在《智》剧

音乐设计方面，剧组曾撰文详细解说 [10]，择要述之。

首先，打破传统的行当唱腔。例如杨子荣唱腔的设计，“你

说是老生腔吗？但其中又有很多武生、小生甚至花脸的唱腔因

素，很难说是什么‘行当’。”其次，在唱法上有所改革，杨子荣

唱腔中“运用刚柔相济、以刚为主和断连结合、刚健秀丽的唱

法，表现他勇敢机智的性格；运用以胸腔音加强音色厚度的唱法，

来体现他宽广的襟怀、雄壮的气概等等”。再次，运用特性音调

以展示阶级情怀。说：“贯串地运用向下四度暂时转调的旋律方

法，侧重表现杨子荣深厚的阶级爱，在全剧中共贯串使用了六

次，‘胸有朝阳’一段中的‘一颗颗火红心暖我胸膛’，‘管教山

河换新装’一段中的‘普天下被压迫的人民都有一本血泪账等等

都是’”。为了多层面展示英雄人物的阶级本质，剧组人员又特意

为英雄人物设计大量“有层次的成套唱腔”，板式多样。而且自

1967 年版后，为主要人物设计了专属的“贯穿主调”，伴同人物

出场，反复刻画角色性格。通过各种手法，人物的音乐形象被成

功塑造完成，音乐形象的设计，自然依据着两极对立的原则。

在唱段的安排上，亦别有特色。1964 年修订版，反面人物

有着与正面人物几乎均衡的唱腔。至 1967 年版，反面人物的唱



[11]	 张泽伦：《京剧音乐的里程碑	

论〈样板戏〉的音乐创作成就》，

《人民音乐》，1998 年第 11 期。
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腔被大量缩减，仅座山雕仍留唱腔，唱法阴沉混沌。待到 1969

年版，座的唱词被压缩至仅有两句。杨子荣则在所有场次中皆

有唱段，而且精心为其设计四个核心唱段。正反面人物通过唱段

的设计已然见其高下。当然对于正面人物，唱腔设计亦在变动，

如 1964 年修订版《乘胜进军》一场，结尾以众人齐唱以表心志。

至 1967 年版，众人齐唱被删，杨子荣、少剑波各加一唱段，以

少剑波唱段结尾。然而至 1969 年版，少剑波唱段被删，以杨子

荣唱段结尾，杨的核心角色地位得以凸显。												

自 1967 年版后，《智》剧对于京戏音乐的伴奏乐器加以重

新编排，在传统京戏乐器的基础上，引进了西方管弦乐器，而且

采用复调等交响乐演奏形式，来渲染环境气氛，丰富人物情感，

意在凸显、强化人物的本质情怀。

如：《智取威虎山》第五场“打虎上山”的前奏 , 就是通过

复调手法加以表现的。当急促快速的乐段过后 , 琵琶、排笙和弦

乐作固定的节奏音型处理 , 配置以中提琴和单簧管模拟马蹄声的

分解和弦伴奏 , 导出了圆号吹奏的音乐主题 , 此间小提琴用颤弓

作三度和声式的音阶下行 , 与吊钹密切配合 , 绘声绘色地模拟了

风声 , 从而构成了一幅风雪交加、扬鞭策马驰骋于茫茫林海的壮

丽图画。结合着布景的视觉形象 , 给观众留下了无限的遐想 , 不

仅使人看到了茫茫的雪原 , 深邃的林海、深旷的山谷 ; 而且也使

人听到了呼啸的山风、高亢的歌声、激越的马鸣 ; 同时 , 还使人

感到了刺骨的寒风 ; 想到了险恶的环境……从而当杨子荣挥鞭而

上之时，观众即可直观而强烈地感受到英雄的豪迈气概。[11]

可以说，《智》剧编创者吸取中西音乐表演形式，成功找到

塑造人物的新音乐程式。

舞蹈，亦是作为歌舞剧京戏的重要程式。通过形象化的舞蹈

语汇，既传达出人物的内心世界，又极具美感。传统京戏中水袖

等舞蹈程式尽管美轮美奂，然而却不符合英雄人物的阶级本质，

因此必需加以改造。

具体的舞蹈设计方面，《智》剧组曾自述：“在	‘乘胜进



[12]《源于生活	高于生活：关于用

舞蹈塑造无产阶级英雄形象的

一些体会》，《红旗》，1969 年

第 12 期。

[13]	 陶雄 ：《〈智取威虎山〉的修改

和加工》，《人民日报》，1964

年 6 月 5 日。
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军’‘滑雪’和‘开打’中，我们又以生活为依据并吸收了传统

的一些舞蹈程式，创造出一套崭新的舞蹈，塑造了追剿队英姿

勃发、斗志昂扬的英雄群象……”[12]1964 年修订版《乘胜进军》

一场，开场只交代解放军战士急驰而上，“整装、束带、紧绑

腿”。至 1967 年版，并无任何说明。等到 1969 年版，开始增加

了“迎风踏雪，作行军于山路上的舞蹈”。通过整齐划一、简洁

有力的行军舞，战士的雄伟英姿得以展示。而且在休息其间，战

士以身体相触取暖。如此，战士群体间的团结凝聚完全展示出来。

传统京戏通过	“武打”（京戏舞蹈一种）场面，既可展示对立

双方的激烈交战，衬托英雄气概，又极具可观性。《智》剧组深

谙此理，主动借用传统程式。

1964 年修订版，《会师百鸡宴》一场，最后的“开打”说明

很简短，我军先后上场，“众匪就擒”。据陶雄讲“因为杨已成功

完成布置‘酒肉兵’的任务，‘酒肉兵’已烂醉如泥，是不可能

负隅顽抗的”。[13]然而至 1967 年版 ,“开打”却被演绎得淋漓尽

致，几乎每个人物都有与匪徒对打的场面。尽管如此一来，违背

了情节的逻辑发展，然而却符合了京剧的美学精神，突出展现了

英雄人物的英姿。

传统京戏中的“亮相”（京戏舞蹈一种），是一种意义指涉极强

的舞蹈造型。它通过高度凝练的姿态，强烈地展现出人物的精神

世界。

在 1958 年版及 1964 年修订版中，尚没有关于亮相的任何

说明。至 1967 年版，一、四两场结尾规定“亮相”，然而等到

1969 年版，除二、六、七、九场外，其他场次的结尾都规定

“亮相”，而且六、七、九场都是“准亮相”结尾。《智》剧积极

借用旧有的“亮相”程式，充分展示了英雄人物的精神气质。	

看来，《智》剧组以生活为本，借鉴传统京戏程式，找到了

塑造新人物的新舞蹈程式。

（三）

在剧场、人物方面，《智》剧组人员亦做了种种突破。
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传统京戏，采用虚拟布景，从而能够在无限的时空中进行情

节演绎。样板戏则舍弃传统京戏的虚拟布景，吸取西洋话剧的布

景手段，采用写实性布景。在角色装扮方面亦取消了传统京戏的

脸谱，以及水袖、髯口、厚底靴等古人着装，一律改用生活化的

服装。

1969 年出版的剧本，对于人物形象及服装要求，有如下一

段说明：

杨子荣：年轻、机智、挺拔、庄重、高大、整洁

第一、三、四场军装要求：同参谋长。第五场起改扮胡彪后

的服装色彩要明朗。大衣面深棕色，要深而不黑。大衣里用白色

小羊皮，要白而不刺眼。内穿打衣裤颜色要黑。围巾用白色无光

纺，色彩要白。腰带要板而宽，可稍带一些暖灰色调的白色。第

十场的红值星带的两道金边要亮。皮帽不宜过大，戴时略往右侧

一点。

团参谋长：年轻、英俊、挺拔

军装色彩要鲜明，质料要挺。领章要鲜红，帽徽要净亮，军

帽要有方形的轮廓。

追剿队：整齐、年轻、英俊

服装要求：同参谋长

群众：要反映当时的历史条件，但也要好看，要翻身前后要

有明显的对照。服装色彩有中间色阶，以衬托主要人物。

座匪：狠毒、残暴、阴险、杂乱

服装样式杂乱，国民党黄狗皮占多数，还有美式茄克、日式

大衣和军装，也有地主的长袍马褂色彩灰暗，色调偏冷。

布景：

1964 年修订版，当杨打进匪窟之时，威虎厅内灯火通明，

八大金刚“站门”，“开山”气势相当威严。至 1967 年版，尽管

厅内依然灯火通明，然而八大金刚已杂乱分立两旁，气势萎颓。

等到 1969 年版，威虎厅干脆改为“阴森的山洞，悬挂着几盏灯

火”，成了“虎狼之穴”，座匪的险恶本质昭然。然而杨子荣出场
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之时，一束灯光，始终追随其身，座匪则隐在两端阴暗之处，光

明与黑暗，形成两极对峙，光明始终占据绝对优势。

由于布景的设置，人物的扮相及服装的质料、色调、搭配等，

皆以凸显阶级本质为要，善恶判然可观，尽管追求真实性，却奇

怪地体现出强烈的脸谱效果。

综上所述，《智取威虎山》主动借鉴西方的艺术表演形式，

意在追求时代感，体现真实性，然而其对于新程式的创造，充满

浓厚的“写意性”，实际更多的则是对于传统京戏美学精神的继

承。所谓的“革命”，无过是京戏语汇符号的再创造。

可以看出，《智》剧由最初的现代戏发展至样板戏，人物不

断脱离个人情感，走向两极对立的角色身份，最终借助于京戏载

歌载舞的表演形式，完成了京剧样板戏的“新程式化”演出。剧

中众程式化角色，表演于真实的舞台布景前，其二元对立的角色

扮演所带来的非真实性，恰恰为布景的写实性所抵消，因而观众

容易将自己置于表演情境中，为京戏的审美理想所浸润。

三

传统戏曲是典型的程式化、写意性的艺术，其经数百上千年

的发展、完善，已经形成固定的美学传统。因此，晚清民初，戏

曲被社会改良者选中，来表现现代生活、宣传启蒙新语时，其依

旧需合乎这些传统的精神。远来话剧带来的现实主义的创作原则，

尽管深为改革者所重，而且努力实践着，如剧场上，打破戏曲不

设布景的传统，开始采用幕布、写实布景，演员们亦抛弃旧有行

头，“都是穿着时装”，表演动作讲究“日常生活化”，但是，戏

曲现代戏演出始终未尽人意。这也是为何建国后中央大力提倡现

代戏的编演，而传统剧目与新编历史剧目却一直占据舞台中心的

原因。

革命现代京剧样板戏，尽管依旧采用话剧的写实布景，演员

扮相、服装追求生活化，以及音乐唱腔、舞蹈设计上符合时代感，

但由于其对人物设置阶级本质化的追求，一切细节设计又遵循两
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极化而来，因此，饱含浓厚的程式味道。可以说直到样板戏，自

晚清以来戏曲现代戏创作追求的真实性与戏曲程式化、写意性的

艺术特质间的违谬方找到一种平衡。

向来对于样板戏的批判，总是着眼于政治对于艺术的压制，

但是，正如我们文中所析，剧中人物脱离生活真实性被阶级本质

化后，反促使其转向戏曲角色，进而基于本质化的“新程式”得

以制造，此际政治与艺术已默契共生。当然，较之其他叙事性艺

术，戏曲的视听审美形式中原本就蕴含浓厚的意识形态（善恶分

明），契合了文革时期以阶级斗争为主的话语范式，这或许也是

京剧为何被选中文革时期一花独放的深因。但是，样板戏锐化了

传统戏曲丰富的行当设置，导致人物特性变得扁平、单一，其唱

腔设计飞扬不还、始终刚正威严的舞蹈设计，导致整个演出一味

高亢劲健，缺少了传统戏曲丰富的美学韵味，美学风格过于单调。

样板戏背后浓厚的基于阶级分析、斗争哲学的两极对立之意识形

态，更需我们时刻警醒，不要忘记它曾给民族文化带来的负面影

响。



＊	 本稿は日本学術振興会科学研
究費補助金「近現代中華圏の
伝統芸能と地域社会～台湾の
皮影戯・京劇・説唱を中心
に」（平成 27 ～ 30 年度、基盤研
究 (B)、課題番号：15H03195、研究

代表者：氷上正）による成果の
一部である。

[1]	 山 下一夫 2016、pp.15-19 を
参照。
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台湾南部における 
影絵人形劇の上演について

――中元節を中心に

山下　一夫

1.  はじめに

台湾の人形劇というと、普通は手袋人形劇（布袋戯）が有名

である。台湾では北部から南部まで広範囲に分布しており、ま

た中国語が強制された戦後の一時期に台湾語（閩南語）の使用

が許された数少ないメディアだったため、台湾本土意識とも結

びつき、現在では一般に台湾を代表する伝統文化と見なされて

いる。

そうした中、高雄市のごく限られた地域でこれとは異なる影

絵人形劇（皮影戯）が行われている。かつては 40 以上の劇団が

活動していたとされるが、2018 年現在、残っているのは東華

皮影劇団（大社区）・永興楽皮影劇団（弥陀区）・復興閣皮影劇団

（弥陀区）・高雄皮影劇団（美濃区）の 4つだけである [1]。また上

演形態は、大きく分けて以下の 3種類がある。

（一）学校や劇場における上演。子ども向けの新作演目が

多く、また「伝統文化を学ぶワークショップ」を兼ねる

ことも少なくない。

（二）堂会における上演。結婚式や家屋落成など、慶事で

の出し物として行われる。近年は大幅に減少している。

（三）廟会における上演。節日や神誕日などで、寺廟で行

われる参拝活動の一環として行われる。中でも農暦 7月

15 日を中心とする中元節の上演は重要であるが、現在



[2]	 黄清琦 2014 所収鳳山庁全図
（1907 年）および高雄州管内
図（約 1920 年）。
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では東華皮影劇団と永興楽皮影劇団だけが行っている。

筆者は 2017 年 9 月に、高雄市の幾つかの場所で行われた興

楽皮影劇団の中元節上演に随行し、調査をする機会に恵まれた。

そこで本稿では、今回の調査内容を検討し、用いられた台詞や

歌詞、また上演場所などについて分析を行うとともに、そこか

ら台湾における影絵人形劇の形成と分布について初歩的な考察

を行っていきたいと思う。

2.  中元節上演

まず初めに、今回筆者が行った調査の概要について記してお

く。影絵人形劇の上演は、いずれも永興楽皮影劇団である。

（1） 2017 年 9 月 5 日（農暦 7 月 15 日）赤崁保安宮

赤崁保安宮は高雄市大寮区にある、保生大帝を祀った廟であ

る。大寮区を南北に走り、林園区に抜ける鳳林一路沿いにあ

る。現在は内陸だが、古い地図を見ると鳳林一路のすぐ東側を

高屏渓の支流が流れており、かつては川に面していたことが解	

る [2]。

11:00 ～ 11:40		 舞台組立（劇団側）、

祭壇設立（廟側）

13:40	 	 	 戯彩を受け取り、舞

台裏で焼香（劇団側）

14:00 ～ 15:50		 舞台で扮仙戯上演

（劇団側、戯彩一枚ご

とに扮仙戯を上演し、

戯彩をスクリーン下部

に貼る）、祭壇で拝礼

（廟側、祭壇での拝礼

と舞台側の祭壇での拝

保安宮
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礼を三回繰り返した後、紙銭の焼却を行う）

15:50 ～ 16:15		 舞台で文戯『状元拝相』上演（劇団側）

16:15 ～ 16:25		 廟側の紙銭焼却に合わせて堂鼓を叩き続け

る（劇団側）

16:25	 	 	 紙銭焼却が一段落し会場の片付けを始める

（廟側）、堂鼓演奏をやめて上演終了（劇団

側）

19:30 ～ 19:38		 舞台で扮仙戯上演（劇団側）

19:38 ～ 21:30		 武戯『李那吒鬧東海』上演（劇団側）

21:30 ～ 22:00 頃　スクリーン下部の戯彩を剥がして焼却、

舞台撤収（劇団側）

戯彩とは奉納者の名前や所属を書いた札のことで、扮仙戯上

演の際に 1枚 1枚読み上げられた後、スクリーン下部に貼られ、

最終的に焼却された。また舞台裏での焼香は、台湾皮影戯の祖

師爺である田都元帥を対象としており、地官清虚大帝など中元

節に関わる神を祀るわけではない。

流れとしては、昼間に劇団側の扮仙戯上演（1回にかかる時間

は 7分ほどで、それを戯彩の数だけ宛名を変えて何度もくり返す）およ

び文戯上演と、廟側の拝礼とが並行して行われた後、廟側が紙

銭焼却を行い、祭壇を片付けていったん終了となり、夕食後に

再び劇団側が一回だけ扮仙戯を行い、続いて武戯を上演して

21:30 に終了する、というものである。

以前は夜遅くまで武戯の上演が行われたらしいが、現在は政

府の通達により、強制的に 21:30 に終了することになっている。

実際、この日の『李那吒鬧東海』も、最後まで上演が終わらず、

中途半端な所で突然打ち切りとなった。また昼の扮仙戯の際

には多くの参列者がいたが、夜に武戯を見に来た者はまばらで

あった。娯楽性という点では明らかに武戯の方が勝るはずだが、

当事者たちは扮仙戯の儀礼的上演の方を重視しているようであ

戯彩



[3]	 廟内の碑文「北極殿沿革誌」
（北極殿管理委員会、1985 年）に
よる。
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る。

（2） 2017 年 9 月 6 日（農暦 7 月 16 日）汕

尾北極殿

汕尾北極殿は高雄市林園区にある、玄

天上帝を祀った廟である。林園区汕尾地

域の漁村の中にあり、南に少し行くと海

で、また東側にしばらく歩くと高屏渓が

ある。1963 年に扶乩の神託で、近くに

ある爐済殿という関帝廟内の玄天上帝を

分祀するよう指示され、汕尾地域の居民

の出資で 1983 年に完成したという [3]。

11:00 ～ 11:40		 舞台組立（劇団側）、祭壇設立（廟側）

12:55	 	 	 戯彩受け取り（劇団側）

13:30	 	 	 舞台で焼香（劇団側）

13:30 ～ 14:00		 道士の儀礼（廟側）

14:00 ～ 16:06		 舞台で扮仙戯上演（劇団側、戯彩一枚ごとに

扮仙戯を上演し、戯彩をスクリーン下部に貼る）、

祭壇で拝礼（廟側、祭壇での拝礼と舞台側の祭

壇での拝礼を 3回繰り返した後、紙銭の焼却を行

い、祭壇を撤収）

16:06 ～ 16:25		 舞台で文戯『状元拝相』上演（劇団側）

19:30 ～ 19:36		 舞台で扮仙戯上演（劇団側）

19:36 ～ 21:30		 舞台で武戯『李那吒鬧東海』上演（劇団側）

21:30 ～ 22:00 頃　スクリーン下部の戯彩を剥がして焼却、

舞台撤収（劇団側）

おおまかな流れは前日の赤崁保安宮とほとんど同じだが、今

回は廟側に「道士」がいた点が大きく異なっている。ただ、関

係者はいずれも「道士」と呼んでいたが、13:30 からの儀礼で

北極殿
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浄鞭を用いて清めを行ったり、14:00 か

らの拝礼で牛角を吹いたりしていたため、

これらの要素を考えると、道教に属する

道士ではなく、いわゆる「法師」の類だ

と思われる。この「道士」は、儀礼のほ

かに参列者の拝礼の音頭取りも行ってい

たが、これは赤崁保安宮では廟の管理委

員会の方が担当していたものである。

（3） 2017 年 9 月 9 日（農暦 7 月 19 日）林

園区漁会

林園区漁会は高雄市林園区の中芸漁港にあり、神仏を祀った

廟ではなく、日本で言うところの漁業組合の事務所である。昼

の拝礼の参列者も職員や役職者が中心で、また会場も普段は水

揚げを行う市場として使われている場所であった。9月 6日に

上演を行った汕尾北極殿とは 1km程度しか離れておらず、参

列者の一部が重複していた。

11:00 ～ 11:40		 舞台組立（劇団側）、祭壇設立（漁会側）

11:50	 	 	 戯彩受け取り（劇団側）

12:30	 	 	 舞台で焼香（劇団側）

12:40 ～ 13:00		 道士の儀礼（漁会側）

13:00 ～ 13:55		 舞台で扮仙戯上演（劇団側、戯彩一枚ごとに扮

仙戯を上演し、戯彩をスクリーン下部に貼る）・

文戯『状元拝相』上演（劇団側）、祭壇で拝

礼（漁会側、祭壇での拝礼と舞台側の祭壇での拝

礼を 3回繰り返す）

13:55 ～ 14:00		 3 回目の拝礼の後、舞台側の祭壇でポエが

行われる（漁会側）

14:00 ～ 14:30		 爆竹や紙銭を焼く真似事をした後、実際に

は焼かず、そのままトラックに搬入し、近

漁会
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くの鳳芸宮の炉ま

で持って行って焼

却（漁会側）、14：15

より扮仙戯を 1回の

み上演（劇団側）

19:30 ～ 19:38		 舞台で扮仙戯上演

（劇団側）

19:36 ～ 21:35		 舞台で武戯『李那吒

鬧東海』上演（劇団

側）

21:40 ～ 22:00 頃　スクリーン下部

の戯彩を剥がして焼

却、舞台撤収（劇団

側）

全体の流れはやはり 9月 5 日・6日と

変わらないが、爆竹や紙銭焼却をその場

で行わなかったのは、市場だということ

もあり、政府の規制が関係しているのだ

ろう。この日は、前日には解らなかった

「道士」の儀礼を細かく観察することが

でき、1 回目の拝礼で『清虚大帝宝鑑』

を読み上げ、これを 2回目の拝礼に入る

前に焼却していることが解った。また

3回の拝礼の後にはポエ（貝殻を模した 2

つの木片を投げて行う占卜の一種）が行われ、

一度で聖筊（一方が表、一方が裏となり、神

の同意を得たこと）が出た際には、参列者

から歓声が上がった。後で漁会の幹事の

方に感想を伺ったところ、「以前布袋戯

ポエ

清虚大帝宝鑑

牛角を吹く道士
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を行った時にはなかなか聖筊が出なかったこともあったが、や

はり皮影戯は違う」という話が返ってきた。

さて、永興楽皮影劇団の張新国氏によれば、劇団の中元節上

演は、今回調査した場所・時間も含め、毎年以下の農暦の日付

に固定されているという。

7月 14 日	 濃公媽祖廟（高雄市大寮区）

7月 15 日	 赤崁保安宮（高雄市大寮区）

7月 16 日	 汕尾北極殿（高雄市林園区）

7月 19 日	 林園区漁会（高雄市林園区）

7月 20 日	 汕尾三清宮（高雄市林園区）

7月 29 日	 大林蒲鳳林宮（高雄市小港区）

なおこの他に、以前は 7月 27 日にも個人の祭壇での上演が

行われていたが、最近になって影絵人形劇から映画の上演に変

わったという。また、汕尾北極殿が完成したのは 1985 年だが、

廟の母体となった汕尾地域の居民の上演はそれ以前から行われ

ていたらしい。なお、現在では 7月 16 日の上演となっている

が、廟完成前は 7月 20 日で、ある時期に扶乩による神託で日

程が調整されたということであった。このように、近年に場所

や日程の多少の変更はあったが、基本的には中元節における高

雄市南部への出張上演はかなり以前から行われており、関係者

はこれを「百年契約」と呼んでいる。

また上演場所は、7月 14 日から始めて、段々と南へ移って

いっている。現在は 21:30 で上演が終了となっており、劇団の

ある弥陀区から毎日高速道路を使って車で往復しているが、旧

時は夜を徹して上演が行われ、また移動も不便であったため、

劇団は上演場所に泊まりながら少しずつ南へ移動していったの

だろう。したがってこの日程は、当初は劇団の移動の便を考え

て組まれたものと思われる。



[4]	 現在では内陸にある媽祖廟
も、かつては川や海に面して
いたが、漢人による開墾が進
み、山地から土砂が流出した
結果、港とは関係が無くなっ
てしまったものが非常に多
く、こうした媽祖廟は「陸地
媽祖」と称される。山下一夫
2013 参照。

[5]	 謝貴文 2015，p.116。

[6]	 據彌陀國中林清隆老師表示：
「彌陀一帶拳頭師父很多，據
說有個原因是因為當年彌陀地
區耕作不易，許多人都外出做
生意，或到外地謀生計。」（石
光生 1998、p.23。）
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また、濃公媽祖廟は、赤崁保安宮と同じく、かつては川に面

しており、媽祖が航海の女神であることを考えると、おそら

く廟の前に船着き場があったのだろう [4]。さらに汕尾北極殿、

汕尾三清宮、大林蒲鳳林宮はいずれも漁村にあり、林園区漁会

に至っては漁民の組織そのものなので、台湾皮影戯の中元節上

演は、高雄市南部の漁民と密接な関わりがあることが推測され

る。

ちなみに永興楽劇団のある弥陀区は高雄の北の郊外にあり、

一方の林園区一帯は市街を挟んで南側に位置していて、両者の

間は直線距離で 20km以上離れている。にも関わらず、こうし

た出張上演が行われているのは、幾つかの理由が考えられる。

一つには、弥陀区と林園区に歴史的な結びつきが存在する可

能性があることである。例えば林園区漁会での上演で紙銭焼却

を行った鳳芸宮という媽祖廟では、安平の霊済殿まで船で詣

でる海上巡礼を行っているが、途中弥陀区の港近くを通りか

かった時に、住民が巡礼船を歓迎することが習わしになってい	

る [5]。巡礼が固定化されたのは近年になってからだが、両者

は以前から海上ルートで繋がっていたものと思われる。

またもう一つの理由として、弥陀区が相対的に貧しく、住民

は外部に出稼ぎに行く必要があるという点も挙げられる。石光

生は以下のように記している [6]。

弥陀中学の林清隆先生は以下のように言っている。「弥

陀一帯は拳法の師匠が非常に多いが、これは当時弥陀地

区が耕作に適さないため、多くの人が外に出稼ぎに行く

か、外地で生計を立てたからだと聞いている。」

永興楽劇団のメンバーの本業は農業で、影絵人形劇の上演は

いわば副業となっているが、それも上と同じ理由に因るのだろ

う。昔からこの地域に影絵人形劇の劇団が集中しているのも、
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これが原因の一つだと考えられる。一方の林園区は、大規模な

漁港があって比較的裕福なため、現地では上演の需要はあって

も劇団が存在せず、結果的に弥陀区から劇団が出張上演にやっ

てくることが定着したのだろう。

3.  扮仙戯

今回の中元節上演で行われた扮仙戯は、戯彩によって、ある

いは上演日時によって若干の相違はあったが、用いられた台湾

語（閩南語）の台詞・曲詞はおおむね以下の通りであった。

主、副：黃之蓮花落，開誠上求耶。

主：眾仙下山來，山河滿地開。一聲擂鼓響，福祿壽仙來。

眾仙可曾齊到？

副：眾仙齊到。

主：眾仙齊到，隨仙開出名姓？

副：福仙、祿仙、壽仙。

主：眾仙齊到，今日大中華民國一百零六年，歲次丁酉年，

農曆七月 ×× 日大吉日。恭祝中元二品赦罪地官清虛大帝

聖誕，萬壽無疆。×× 誠心誠意，備辦牲儀禮物，香花茶

果，演戲恭祝，七月中元二品赦罪地官清虛大帝聖誕，萬

壽無疆。中元普渡公男女好兄弟聖誕千秋歡喜，來保庇

××，一同闔家平安，宅舍安居，人丁興旺，家門祐吉，賜

福降祥，萬事如意，財力順手，五穀豐

登，魚蝦茂盛，事業發展，四時無災，

八節有慶，八拜中元千秋。今來到華堂

慶賀，眾仙帶有何寶前來慶賀？

副：帶有麻姑、白猿、魁星。

主：何不獻上，魁星奏上來。魁星獻官誥，

佳人才子到；先點狀元郎，一筆獻雙魁。

魁星受了眾縣旨意，前來排下三仙。眾

扮仙戯
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仙可曾齊到？

副：眾仙齊到。

主：眾仙齊到，獻寶已完，請了。祿仙帶有何物前來慶賀？

副：帶有麻姑來慶賀。

主：何不獻上，麻姑奏上來。麻姑獻金針，花開百里香；慶

賀人間壽，富貴萬萬年。麻姑仙便是。奉眾仙旨意，前來

排下三仙。眾仙可曾齊到？

副：眾仙齊到。

主：眾仙齊到，獻寶已完，請了。壽仙帶有何物前來慶賀？

副：白猿來慶賀。

主：何不獻上，白猿奏上。白猿獻財寶，三仙花果老，眾仙

來慶賀，錢銀滿牆高。白猿仙便是。奉眾仙旨意，前來排

下三仙。眾仙可曾齊到？

副：眾仙齊到。

主：眾仙齊到，今日大中華民國一百零六年，歲次丁酉年，

農曆七月 ×× 日大吉日。恭祝中元二品赦罪地官清虛大帝

聖誕，萬壽無疆。×× 誠心誠意，備辦牲儀禮物，香花茶

果，演戲恭祝，七月中元二品赦罪地官清虛大帝聖誕，萬

壽無疆。中元普渡公男女好兄弟聖誕千秋歡喜，來保庇

××，一同闔家平安，門迎春夏秋冬福，戶納東西南北財，

生理旺盛通四海，財源廣進達三江。今日請您來到華堂慶

賀，弟子上蒼八拜已完。眾仙請各歸洞府，請了。

主、副：十年得到龍虎榜，十年身到鳳凰池。

主：昔年登科早，酆都得一輝。輿門三及第，洞房花燭夜。

主、副：拜囉拜囉拜呀拜呀，拜謝神恩。拜囉拜囉拜呀拜呀，

拜謝神恩。啊，耶羅，拜謝神恩。啊，耶羅，拜謝神恩。

呼嘿呼雙雙來團圓。

主：多蒙七月中元，二品赦罪地官清虛大帝聖誕，萬壽無疆。

中元普渡公男女好兄弟聖誕千秋，來保庇 ×× 一同，闔家

平安，年年大賺錢。



[7]	 石光生 2000、pp.39-40。なお
引用元では抄本の誤字と石光
生が改めた字とを並記してい
るが、本稿の引用では後者の
みを示した。

[8]	 張義国 1996、pp.45-46、およ
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主、副：叩謝神祇。

大まかな流れとしては、福・禄・寿の三仙が登場し、続いて

魁星・麻姑・白猿が三宝を献上してめでたい言葉を述べた後、

三仙が洞府に帰り、今度は才子佳人が登場してめでたい言葉を

述べる、というものである。なお、台詞や段取りは、永興楽皮

影劇団でも何度か修正を行ってきたということなので、古いテ

キストが改変されずにそのまま残っているというわけではない

が、類似する文言は過去の他の劇団の調査記録からも見出すこ

とができる。

まず、高雄から見て高屏渓の対岸にあたる屏東県の皮影戯芸

人、黄合祥の抄本に収録されている、1921 年の「祈禱文」は

以下のようになっている [7]。

眾仙下山來，金花滿地開。一聲鑼鼓響，賀喜眾仙來。眾仙

請了。請恁眾仙齊到，各人報出名來。

吾乃福仙、祿仙、壽仙，眾仙請了。

請恁眾仙齊到，但有中華民國四九年天運庚子年，何省何縣

何鄉何村某月日蟻民某名，備辦豬羊毛菜蔬，果品清茶，

戰壓金菜碗，生魚禮物，哥哥齊備，宣經演戲一台，叩謝

玉皇大帝、三官大帝、南北斗星君，亦有魁星、茅姑、白

猿科。

［魁星］魁生獻光輝，家人丹桂疊；眾仙探花客，富貴福無

開。

［姑］毛姑獻金針，花開萬里香；眾仙探花客，富貴數萬年。

［白猿］白猿獻金道，家人才子道；眾仙探花客，富貴福無

交。

また、大社区の東華皮影劇団のものは以下の通りとなってい

る [8]。



び石光生 2000、pp.40-41。

[9]	 陳秀芳 1980、pp.63-65。
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（三仙）（下山）山花滿地開，佛聽雷鼓響。三仙齊降下，福祿

壽仙來。

（引）福仙、祿仙、壽仙□□□眾仙請了□□。天運歲次□

年□月□日。財神、麻姑、白猿（白）

（財神臨宵）財神獻光輝，一枝丹桂蕊。先點狀元郎、一榜獻

雙魁。

（麻姑奠獻）麻姑獻金鐘，花開萬里香。慶賀人間壽，富貴福

無疆。

（白猿奏獻）白猿獻財寶，今日財子到。三仙齊慶賀，富貴與

天高。

いずれも福・禄・寿の三仙が登場し、続いて魁星・麻姑・白

猿が三宝を献上してめでたい言葉を述べるという構造は同じで、

字句も一部が共通している。

しかしこうしたテキストは何も台湾皮影戯に限ったことでは

ない。台湾で行われている北管戯や、北管戯と同じメロディを

用いる北管布袋戯でも、ほぼ同内容の『三仙会』という扮仙戯

が存在し、中元節のほか誕生日の宴席の堂会などでも歌われる。

以下は北管戯の宴席用のテキストだが、台湾皮影戯の内容と非

常に似通っている [9]。

二仙、三仙：不知大仙帶有何寶前來慶賀？

大仙：我帶有魁星前來。

二仙、三仙：何不獻上？

大仙：魁星走動。（三不和）好魁星也。（唱梆仔腔）魁星祝壽

獻秋圍，獻出月中丹桂蕊；御筆親點狀元郞，果然一門占

雙魁。

大仙、三仙：不知祿仙帶有何寶前來慶賀？

二仙：我帶有毛姑前來。
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大仙、二仙：何不獻上？

二仙：毛姑走動。( 慢過場）好毛姑也。（唱梆仔腔）毛姑祝

壽獻瓊醤，獻出瑞氣滿廳堂；慶祝南山萬年壽，龜鶴遐齢

二八長。

大仙、二仙：不知壽仙帶有何寶前來慶賀？

三仙：我帶有白猿前來。

大仙、二仙：何不獻上？

三仙：白猿走動。（急過場）好白猿也。（唱梆仔腔）白猿祝壽

獻蟠桃，獻出長生永不老。福祿壽仙齊下降，好個麒麟萬

丈高。（吹場）

二仙、三仙：慶賀已畢。

大仙：一同拜壽。

なお現在、台湾で最も一般的な伝統演劇は歌仔戯であるが、

扮仙戯については北管戯を継承したため、やはりこの『三仙

会』が用いられる。また、中元節で昼に扮仙戯と文戯を行い、

夜に扮仙戯を一回行った後、一般的な演目を上演するという構

成は、台湾の北管戯・北管布袋戯・歌仔戯なども同様である。

そうした中で、台湾皮影戯の独自性があるとすれば、一つに

は複数の歌い手による唱和、すなわち「幇唱」が行われるとい

う点であろう。先に引用した台湾皮影戯の扮仙戯では、「開誠

上求耶」、「十年身到鳳凰池」、「拜囉拜囉拜呀拜呀」、「叩謝神

祇」といった部分は、上演者全員で唱和を行うが、これは後述

する弋陽腔諸腔の幇唱の伝統を受け継ぐものと思われる。

またもう一つとして、上演地での影絵人形劇上演に対する強

いこだわりが挙げられる。扮仙戯は布袋戯や歌仔戯とも置き換

え可能なはずで、実際今回の調査地でも、別の節日では他劇種

を呼んでいるが、最も重要な節日である中元節には必ず影絵人

形劇を上演することになっている。また、先に紹介した林園区

漁会における聖筊の話などからも、影絵人形劇が明らかに特別



[10]	 銭南揚 2009 を参照。

[11]	 陳秀芳 1980、pp.117-122。
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扱いされていることが解る。

4.  文戯と武戯

次に、扮仙戯に続いて行われた文戯と、

夜間に行われた武戯について検討してみ

たい。

文戯とはもちろん、立ち回りを行わず

に台詞と歌を中心に進む演目のことであ

るが、今回の中元節上演では、扮仙戯に

続いて上演されるめでたい内容の演目を

こう呼んでおり、広い意味での扮仙戯の

一部と捉えることもできるだろう。

今回、永興楽皮影劇団が行った文戯は、三日間とも『状元拝

相』という演目だった。これは、唐の天宝間に鍾景期が状元に

及第して葛明霞と夫婦になるというもので、宋元南戯の欠名撰

『孟月梅錦香亭』（佚）に始まり、元・王仲文撰『孟月梅写恨錦

香亭』雑劇（佚）、清・古呉素庵主人撰『錦香亭』小説、清・

徐昆撰『碧天霞』伝奇、清・石琰撰『錦香亭』伝奇、清・張応

楸『鴛鴦帕』伝奇など、様々なメディアで行われてきた物語で

ある [10]。この鍾景期故事を縁起が良い話ということで扮仙戯

とともに上演するのは、台湾皮影戯だけでなく、台湾の北管

戯・布袋戯・傀儡戯などでも行われている（『金榜』『尪婆対』な

ど）[11]。したがって、演目だけからは台湾の他の演劇や人形劇

との差別化はできない。

しかし他劇種がいずれも、特定の曲の調子を変えて歌う「板

腔体」であるのに対し、台湾皮影戯は複数の曲牌に乗せて曲詞

を歌う「曲牌体」であるという点に大きな特徴がある。例えば

今回、劇中では以下のような曲が歌われている（最初に【雲飛】

とあるのが曲牌である）。なお、歌い始めの時は主演が 1人で歌っ

たが、その後は他の上演者も唱和する「幇唱」が行われている。

文戯の上演



[12]	 據《九宮大成》記載《繡襦

記》之【駐雲飛】共有十句，

其句法為「四◎七◎五◎五◎

一。五◎四◎四◎，五◎七◎」。

據《集成曲譜》記載《南柯

記》之【駐雲飛】共有十一句，

其句法為「四◎七◎六。六◎

一。五◎五◎六。六◎七◎

七」。皮影戲的【雲飛】共有

十句，句法為「四◎七◎五◎

五◎四◎八◎七◎七。」，兩者

句數相同，有五句字數相同。

（李婉淳 2013、p.269。）

[13]	 山下一夫 2017、p.28。
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【雲飛】上馬威風，直到大街心歡喜。人海滿街是，狀元萬

人欣，人山人海同歡樂。京都景色真正秀麗，世上難得無

塊比，速速幾步莫延遲。

李婉淳は、この台湾皮影戯の【雲飛】を南曲の【駐雲飛】に

由来する曲牌だとし、以下のように清代の曲譜との比較を行っ

ている（◎は押韻を表す）[12]。

『九宮大成南北詞簡譜』所収の『繍襦記』の【駐雲飛】

は全部で十句で、句法は「四◎七◎五◎五◎一○五◎

四◎四◎，五◎七◎」である。また『集成曲譜』所収の

『南柯記』の【駐雲飛】は全部で十一句、句法は「四◎

七◎六○六◎一○五◎五◎六○六◎七◎七」である。皮

影戯の【雲飛】は全部で十句、句法は「四◎七◎五◎五

◎四◎八◎七◎七○」である。両者は句数が似通ってお

り、うち五句は字数も同じである。

文戯の台本
「同歡樂」を襯字と取れば、『状元拝相』の【雲飛】も李

婉淳の帰納した句法に沿っていることになる。なお、『九宮

大成南北詞簡譜』は乾隆十一（1746）年に成立した南北曲の

曲譜集で、また『集成曲譜』は民国十四（1925）年に成立し

た崑曲の工尺譜集である。台湾皮影戯の【雲飛】が南曲の

【駐雲飛】に由来するのは確かだろうが、これら乾隆年間の

古い曲譜や崑曲の工尺譜などと比較しても、上記のように

「それなりに合っている」といった程度の結論しか導き出せ

ない。

筆者は前稿で、『白鸚歌』のテキストの分析から、台湾皮

影戯が広東省潮州に伝播した弋陽腔諸腔と類似点が多いこと

を指摘した [13]。したがって、この【雲飛】も弋陽腔諸腔の



[14]	 山下一夫 2011、p.157 および
p.160。

[15]	『古本戯曲叢刊初集』所収影
印長楽鄭氏蔵明刊本、いま馬
華祥 2015 の引用に依る。

[16]	 富本该曲末句作“蒙正文章不

值钱”。虽然两本都是【驻云

飞】，但富本标牌名为【滚调

驻云飞】。富本全本标明“滚

调”曲仅此处，这就意味着富

本不是滚调声腔传奇。李评

本并不标“滚调”，有两种可

能 ：一是很可能全本传奇都是

滚调传奇，就没有必要每曲

必标“滚调”。二是不做“滚

调”唱，但也和全剧主腔保

持一致。不管是不是做滚调

唱都意味着李评本与富本声

腔属性不同。因为如果声腔

属性同富本，李评本就会跟

着标明【滚调驻云飞】。这支

滚调【驻云飞】句格字数是

4475555444997（13 句），经整理

压缩为 ：“祷告神天，一盏清

泉一炷烟。愧我无供献，聊表

殷勤愿。嗏，祝赞上青天，听

着吾言，望你升天。奏上三重

殿，蒙正夫妻最可怜。”这就

是青阳腔【驻云飞】最基本

的句格字数 ：475554457（9 句）。

9 句当中有 4 个滚句 5 个帮句。

其中一三四七句为滚句，登

台角色唱 ; 二五六八九句为帮

句，后台演职员帮唱。也就是

说，该曲帮句是固定的，仅唱

5 句，其余皆为滚句。那么回

头看 13 句的【滚调驻云飞】

和整理压缩过的【驻云飞】虽

然句数不一，但都只有 5 句帮

唱。（馬華祥 2015、p.178。）
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曲牌との類似が想定されることになる。そこでまず例として、

明末の弋陽腔系テキストである『新刻出像音註韓湘子九度文公

昇仙記』第十二齣の【駐雲飛】を挙げると、以下のようになっ

ている [14]。

【駐雲飛】壽日開筵，壽菓盤中色色鮮。壽香金爐篆，壽酒

霞杯泛。嗏，五福壽為先，永綿綿。壽比崗陵，壽算期長

遠。〔合〕惟願取壽比蓬蒿不老仙。

【駐雲飛】我默運仙胎解，使花枝頃刻開。艷冶堪人愛，折

奉尊前戴。嗏，即此是蓬萊，不須猜。人比花枝，日久終

須敗。叔父，只是人老終須不再來。

句法は『九宮大成南北詞簡譜』の「四◎七◎五◎五◎一○五

◎四◎四◎，五◎七◎」となっており、台湾皮影戯との関係は

やはり「句数が似通って」いるといった程度である。次に、弋

陽腔から派生した青陽腔のテキストである『刻李九我先生批評

破窰記』第十二齣では以下のようになっている [15]。

【駐雲飛】（生）禱告神天，一盞清泉，一盞清泉一炷煙。愧

我無供獻，聊表殷勤願。嗏，祝贊上青天，祝贊上青天。

聽著吾言，望你升天。玉皇台前，將我虔誠奏上三重殿，

唯有蒙正夫妻最可憐，蒙正夫妻最可憐。

これについて、馬華祥は以下のように述べている [16]。

富春堂本（『新刻出像音注呂蒙正破窰記』）では、この曲の末

句を「蒙正文章不値銭」としている。李評本（『刻李九我

先生批評破窰記』）と富春堂本はどちらも【駐雲飛】とし

ているが、富春堂本は曲牌名を【滾調駐雲飛】と標記し

ている。富春堂本全体で「滾調」と標記する曲はここだ
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けなので、富春本は「滾調」の声腔の伝奇ではないとい

うことになる。李評本が「滾調」と標記していないのは、

二つの可能性があるだろう。一つは全体が滾調の伝奇で

あるため、それぞれの曲に「滾調」と標記する必要は無

い、ということである。もう一つは「滾調」では歌わな

いが、劇全体の主要な声腔とも一致を保っている、とい

うことである。滾調を歌うかどうかは別として、これら

はどちらも、李評本と富春堂本は声腔の属性が異なるこ

とを意味している。なぜなら、富春堂本と声腔の属性が

同じなら、李評本も同様に【滾調駐雲飛】と標記するは

ずだからだ。この滾調の【駐雲飛】の各句の字数は四・

四・七・五・五・五・五・四・四・四・九・九・七（十

三句）だが、整理・圧縮すると「禱告神天，一盞清泉一

炷煙。愧我無供獻，聊表殷勤願。嗏，祝贊上青天，聽

著吾言，望你升天。奏上三重殿，蒙正夫妻最可憐」と

なり、これが青陽腔の【駐雲飛】の基本的な字数、四・

七・五・五・五・四・四・五・七（九句）である。九句

の中には四つの滾句と五つの幇句がある。第一句・第三

句・第四句・第七句が滾句で、舞台に上がっている役者

が歌い、第二句・第五句・第六句・第八句・第九句が幇

句で、舞台の裏にいる役者が幇唱を行う。言い換えれば、

この曲の幇句は初めから五句だけを歌うというように固

定されており、残りはすべて滾句ということになる。そ

うした観点から十三句の【滾調駐雲飛】と整理・圧縮後

の【駐雲飛】を見ると、句数は違っていても、どちらも

五句の幇唱があるだけとなる。

表面的には「四◎四◎七◎五◎五◎一○五◎五◎四◎四◎四

◎九◎九◎七◎」だが、最終的に導き出される句法は「四◎七

◎五◎五◎一○五◎四◎四◎五◎七◎」となる。もちろんこれ



[17]	 藝人演唱的唱詞，增減字數的

情況相當頻繁。此外，抄本中

所記載的唱詞，第七、十句為

第六、九句的疊唱，12 位藝

人中，有 8人運用了兩次疊唱，

8 人當中更有 6 人的疊唱與抄

本所記載相同。【雲飛】的句

數、字數與疊唱架構了唱詞句

法，在句法框架下仍舊保留了

彈性。（李婉淳 2013、p.192。）

[18]	 中国戯曲音楽集成・広東巻編
輯委員会 1996、pp.837-838。
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も『九宮大成南北詞簡譜』と同じであるが、ここで重要なのは

むしろ、帮唱によって生じた畳句を整理することで、基本的な

句法を帰納するという、馬華祥が提示した方法である。

同じような帮唱による畳句は台湾皮影戯でも行われてい	

る [17]。

芸人が歌詞を歌う時、字数の増減が比較的頻繁に起こる。

また抄本に記されている歌詞も、第七句と第十句は第六

句と第九句の畳唱（繰り返し）で、12 人の芸人の中で 8

人が 2回畳唱を行っており、また 8人うち 6人の畳唱は

抄本の記載と同じである。【雲飛】の句数・字数・畳唱

が全体で歌詞の句法を形作っており、句法の枠組の中で

弾力性が維持されている。

これを踏まえた上で、潮劇『薬茶記』「収浪子屍」の【有頭

雲飛】を見ると以下のようになっている [18]。

【有頭雲飛】身屍橫地，可憐一旦，可憐一旦喪少年。只是

前生相湊合，正致罪及奴你自己。提起來淚如絲。兩眼汪

汪身屍橫地，兩眼汪汪身屍橫地。想著起來腸肝裂。但願

靈魂隨母去。後世你為母來我為兒，你為母來我為兒。

単純に字数と押韻を定式化すると「四◎四○七○七○八◎六

◎八◎八◎七○七◎九◎七◎」だが、馬華祥に倣って句法を整

理すると「四◎七○七○八◎六◎八◎七◎七◎」となる。そう

するとこの潮劇の【有頭雲飛】は、最後の 3句が 8字・7字・

7 字となることや句数などの点において、『九宮大成南北詞簡

譜』や『集成曲譜』よりも、台湾皮影戯【雲飛】の「四◎七◎

五◎五◎四◎八◎七◎七○」と近いことが解る。

なお、この潮劇の【有頭雲飛】は「【雲飛】の最初から」と



[19]	 山下一夫 2017、p.30。
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いう意味で、「【雲飛】の最後だけ」を意

味する【雲飛尾】もあり、ここから潮州

でも「駐」の字を用いず、単に【雲飛】

と呼んでいることが解る。こうした点を

考えると、前稿で指摘した台湾皮影戯と

潮劇との類似性は、曲牌の面でも成立し

ていると言えるだろう。

次に、武戯について検討してみたい。

今回、武戯はいずれも夜間に行われてい

るが、中元節では昼の扮仙戯の後に文戯

を行うのが決まりであるため、夜は必然

的に武戯となることになる。しかし劇団によれば、他の節日の

廟会上演ではそうした決まりはなく、そのため文戯が夜に来る

こともあるという。

今回上演されたのは、いずれの日程でも『封神演義』に由来

する演目である『李那吒鬧東海』であった。何を上演するかは、

以前は廟側のリクエスト（「点戯」）に依っていたが、現在では

劇団側が決めており、『李那吒鬧東海』『黄飛虎』『柳樹村』『狄

青平西』『六国志』『薛仁貴』『五虎平西』『五虎平南』『火炎山』

といった演目を毎年順番に回しているという。おそらくその背

景には、近年における廟側＝観衆側の観賞能力の低下といった

問題もあるのだろう。今年はその中で『李那吒鬧東海』の番と

いうことだったが、9月 10 日の三清廟だけは、9月 6日の北極

殿のすぐ隣にあって、観客が重複するため、『火炎山』に変更

したという。

こうした演目でも文戯と類似した唱腔が用いられており、潮

劇の台本と比較することによって類似点などを見つけることが

できるかもしれないが、一方でこれらの武戯は台湾皮影戯の中

で新層に属する上 [19]、学校や劇場での上演でも用いられ、さ

らに改変が行われている可能性があるため、単純な比較検討は

武戯の上演



[20]	 山下一夫 2011、p.148。

[21]	 戏班班主一般都有戏曲底子，

有祖传下来的，如《嘲南戏》

中的班主“教坊一色为南戏，

几辈儿流传到你”。他们有家

藏剧本，通常也粉墨登场，充

当副末的角色，负责开场戏，

相当于报幕，介绍戏班实力和

演出剧目内容。…（略）…第

一出，通常称为《副末开场》

相当于报幕，介绍剧目内容。

（馬華祥 2008、p.59。）
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難しい。

ただ、特徴的な点として挙げられるのが、禿頭で滑稽な姿の

中年男性の人形が、毎回上演前に登場してあらすじを述べ、ま

た最後に劇団の言葉を代弁する挨拶を行っていたことである。

上演前に梗概を述べるということは、台湾の他の劇種では一般

に行われていないが、南戯系統の演劇ではよく見られる形式で

ある。例えば前出の弋陽腔系テキスト『新刻出像音註韓湘子九

度文公昇仙記』第一折では以下のようにある [20]。

〔末上〕…借問，後房子弟，今朝扮演誰家故事、那本奇

傳，粧扮停當未曾。〔內應科〕粧扮已完，等候多時。〔內

道〕既然粧扮多時，是本《韓真人三度文公雪擁藍關記》。

〔末〕原來此本戲文，梨園少見，人世奇觀，山聲野調，

真乃物外之清談，泉石煙霞，別是一般之雅趣，無風塵花

柳之音，絕世俗功名之念，第八洞神仙韓湘子，來三度叔

父老文公，成仙悟道證果朝元。

こうした冒頭の梗概は一般に「副末開場」と称される。馬華

祥はこれを、南戯の中でも特に弋陽腔に特徴的な要素だとして

以下のように述べる [21]。

戯班の班主は一般的にみな戯曲の台本を所有していて、

しかもそれは代々伝わってきたものである。例えば『嘲

南戯』の中で、班主が「教坊はいずれも南戯で、何代に

もわたって伝わってきたものだ」と言っている。かれら

は自分たちの家に台本を所蔵していて、副末の役で舞台

に上がり、開場戯を担当する。これは司会に相当し、戯

班の実力と上演する演目の内容を紹介する。…（略）…

第一齣はふつう「副末開場」と称され、司会や演目内容

の紹介に相当する。



[22]	 大頭坎については千田大介
2016、p.55 参照。

[23]	 可以想見，原本屬於潮州文化

的影戲是很難立足於泉州移民

的地域範圍的，因此，皮影戲

只能盛行於以潮州居民為主的

南部一帶，並在此得到生存、

發展的空間。當然，這樣的推

測仍有待相關課題的進一步研

究才能充分證明。（邱一峰 2003、

p.83。）
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台湾皮影戯の役柄は生・旦・浄・丑・末に分かれるが、劇団

によれば禿頭の人形は「どれでもない」らしい。これは他に、

永興楽劇団の演目である『沙包三部曲』（サンドバッグにまつわる

三つの物語）で滑稽なボクサーの役で用いられていることから、

道化的な性質を持つことが推測される一方で、北京西派皮影

戯・冀東皮影戯における大師兄・大下巴とも通じる、陸豊皮影

戯の「大頭坎」と類似した人形である可能性もある [22]。武戯

『李那吒鬧東海』の上演では、恐らくこの人形に上記の内容で

言う班主の役割を担わせ、弋陽腔諸腔の「副末開場」と同等の

場面を行っているものと思われる。

5. おわりに―なぜ高雄の漁村なのか

以上、今回の中元節上演調査で観察し得た、扮仙戯・文戯・

武戯について、初歩的な検討を行った。ここから考えられる台

湾皮影戯の性質は、これが弋陽腔諸腔、中でも広東省潮州の潮

劇と共通性を持ち、これと同系統にある劇種であるというこ

とと、台湾に伝播して後は、系統を異にする北管戯や布袋戯な

どと同じような環境の下で上演を行っているということである。

そうすると台湾皮影戯が特殊なのはむしろ、広東省潮州と関わ

りの深い弋陽腔諸腔の一種であるこの劇種が、林園区の漁村の

ような限られた地域で、当事者たちの強い愛着を持って上演さ

れているという点にある。

ここで思い起こされるのが、かつて邱一峰が立てた、台湾皮

影戯の担い手は「失われた潮州移民」だったのではないかとす

る説である [23]。

もともと潮州文化に属していた影絵人形劇は、泉州移民

の居住地域の中では立ちゆかず、そのため影絵人形劇は

潮州移民を中心とする高雄南部一帯だけで行われ、そこ



[24]	「合興」與「東華」為同宗，

（張天寶為張德成的叔子輩），而

「東華」是由漳州遷徙來台，

然筆者在一次田野訪談中，聽

聞「合興」現今的主演張春天

先生說其家族的故鄉在潮州，

他還曾經回鄉考察過影戲，找

尋其祖先故址所在，並在開元

寺附近尋索到一些影戲的蹤跡。

（邱一峰 2003、p.87。）

[25]	 金清海 2000、pp.7-8。
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で生き延び、発展して行ったのではないか、と考えら

れる。もちろん、この推測がきちんと証明されるには、

テーマの関連する研究がよりいっそう進展することが必

要である。

邱一峰自身は、「証拠」となる潮州移民の存在について、以

下のようなエピソードを紹介している [24]。

「合興」と「東華」は同じ先祖から分かれており（張天宝

は張德成の叔父の代にあたる）、「東華」は福建省漳州からの

移民にルーツを持つ。しかし筆者はかつて現地調査の際

に、「合興」の現在の中心人物である張春天氏が、自分

たちの家族の故郷は潮州にあると言うのを聞いたことが

ある。氏はさらに、故郷に戻って影絵人形劇について見

て回り、先祖のいた場所を探した結果、開元寺の近くで

影絵人形劇の痕跡を幾つか見つけた、と言っていた。

実際、台湾皮影戯が潮州から伝来したものであれば、普通

に考えて潮州からの移民が持ち込んだと考えるのが妥当であ

る。また香港や東南アジアには、現在でも潮州移民がまとまっ

たエスニックグループを構成しているのに対し、台湾に存在し

ないのは明らかに不自然である。そこで例えば、過去には台湾

にも潮州から移民がやって来たが、人数の上で劣勢であったた

め、最終的に他の地域からの移民グループに吸収されて消滅し

た、と仮定することは難しくない。

しかし一方で、例えば張春天にしても、公式には福建の漳州

移民の子孫であることが確定しているし [25]、永興楽皮影劇団

の張家も「福建日東人」（同安県安仁里紅茂口十四都馬鑾保日東社を

指すか）とするなど、現在芸人たちの中で潮州人を公言する者

はいない。そもそも台湾に潮州移民がいたとすること自体、あ



[26]	 以下個別に引く論考のほか、
林正慧 2005、陳麗華 2013、
横田浩一 2018 なども参照し
た。

[27]	 查鳳屬迤南一帶，廣東嘉應州

人較多，與廣東潮州人素不和

睦，今萬巒庄係嘉應州，四塊

厝庄係潮州人，其毗連之佳左

庄又係閩粵雜處，若不速為鎮

壓止息，秉公嚴辦，恐致釀成

分類巨案。（林正慧2008、p.269。）

[28]	 臺屬居民有土著、客民之別。

但取其語音相符，聯屬一誼。

福屬則永定、武平、上杭，廣

屬則程鄉、鎮平、平遠 ,江右

則會昌、瑞金。此數縣之民，

來臺則為客民。若興化、漳、

泉之民來臺則為土著。即廣之

饒平、海豐、海陽、揭陽、潮

陽之民，語音相符，來臺亦算

土著。（李文良 2011、p.169。）
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まり確証は無かった。

ところが近年、特に台湾南部客家の検討が進んだことによっ

て、邱一峰の説を裏付ける研究が次々と出現した [26]。まず挙

げられるのは、台湾の潮州移民の存在が文献的に裏付けられた

ことである。清初の台湾の地方志で「潮州」移民への言及があ

ることは知られていたが、雍正十一（1733）年までは閩南語を

話す潮州地域と客家語を話す梅県地域が同じ「潮州府」という

行政区画だったため、これらはおおむね「客家移民」と読み替

えられてきた。しかし嘉慶二十四（1819）年、現在の屏東県万

巒郷にあたる「万巒庄」と、その隣の屏東県潮州鎮の「四塊

厝」の間で起きた械闘について、福建台湾鎮総兵武隆阿による

奏摺文には以下のようにある [27]。

鳳山県に属する地域より南側の一帯には、広東嘉応州人

が比較的多く、広東潮州人と日頃から仲が悪い。今、万

巒庄は嘉応州人、四塊厝庄は潮州人で、その隣の佳左庄

は福建系と広東系が入り交じって暮らしている。もしす

ぐに鎮圧し、きちんと処理しなければ、いずれ大きな械

闘事件へと発展する可能性があるだろう。

鳳山県は現在の高雄市鳳山区にあった県城で、その「南側の

一帯」は、すなわち現在の高雄市南部から屏東県北西部を指す

ものと思われ、これらの地域に「広東潮州人」が存在していた

ことが明確に述べられている。また『六堆忠義文献』には以下

のように述べられている [28]。

台湾の住民は「土着」と「客民」の区別があるが、言葉

が同じかどうかによって合流する者もある。福建の永

定・武平・上杭、広東の程郷・鎮平・平遠、江西所属は

会昌・瑞金であり、このいくつかの県の民は、台湾に来



[29]	 臺灣無土莊之民，皆閩粵兩籍

寓居，粵則惠、潮二府、嘉應

一州；閩則漳、泉、汀三府，

汀人附粵而不附閩，粵人性狡

而知畏法，為盜者頗少。惠、

潮兩處之人，聯為一氣，嘉應

則好訟多事，與惠、潮時合時

分。（林正慧 2008、p.272。）
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てからは「客民」となった。興化、漳州、泉州の民は台

湾に来てからも「土着」だが、広東の饒平・海豊・海

陽・揭陽・潮陽の民は、これと言葉が同じであるため、

台湾に来てからは「土着」に入っている。

ここで言う「土着」は、光緒十一（1885）年の台湾省設立ま

で台湾が福建省の一部だったことを反映し、「福建」を指して

いる。同じ広東出身でも、奏摺文で潮州人が嘉応州人と「仲が

悪い」と言っているのは、「言葉が同じ」福建人と合流してい

るためだろう。

一方で、潮州人の中には嘉応州人と合流した者もいた。道光

七（1827）年の閩浙総督孫爾準の奏文に以下のように言う [29]。

台湾にはもとから住んでいる民はおらず、福建と広東の

二つの省に籍を持つ者たちが寓居している。広東は恵州

府・潮州府・嘉応州で、福建は漳州府・泉州府・汀州府

である。汀州府の者は広東人に付いて福建人には付かな

い。広東人は狡猾だが法を恐れることを知っているため、

騒動を起こす者は非常に少ない。恵州府・潮州府の者は

一緒になっている。嘉応州の者は訴訟を好み、恵州府や

潮州府の者とは、合流するときもあれば、分かれること

もある。

上の資料からすると、汀州人は客家語を使うため、出身は

福建でも言語的に同じ嘉応州人と合流したが、潮州は福建人

と合流する者と、同じ広東省出身者ということで嘉応州人と

合流した者がいたということになる。両者で対応が分かれたの

は、「広東人は狡猾だが法を恐れることを知っているため、騒

動を起こす者は非常に少ない」という文言が関係している。言

葉の上で考えれば確かに潮州人は福建人と合流するのが自然だ



[30]	 李文良 2011、p.268。陳麗華
2015、pp.327-330。

[31]	 陳麗華 2013、p.168。

[32]	 李文良 2011、p.289。

[33]	 張 能 傑 2017、pp.34-45。 ま
た、復興閣皮影劇団から派生
した高雄皮影劇団は、客家地
域である美濃区が所在地だが、
「言語の問題」のため同区内
では上演の機会が無く、ふだ
んは燕巣区を拠点に活動して
いるという。
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が、一方で当時台湾では福建人の「騒動」、すなわち王朝に対

する反乱が頻発しており、清朝は鎮圧のため「客民」に対する

優遇政策を行っていたため、潮州人としてはそちらと合流する

方が有利、という側面もあったのである。

なお、『六堆忠義文献』の段階での「客民」は「別の省から

やって来た移民」、すなわち非「福建」という意味だったが、

後にこのグループの中では客家語によって他の言語が塗りつぶ

される事態が進行し、中国大陸側で勃興した客家運動の影響

も受けて、今日の台湾客家というエスニックグループが形成

されていった [30]。現在、高屏渓を境に、西側の高雄市が福建

人地域、東側の屏東市が客家人地域となっており、嘉慶二十四

（1819）年に械闘を起こした潮州人の四塊厝は後者に属している

ことを考えると、「広東側」に付いた潮州人たちはその後客家

に同化されたものと考えられる。

しかし潮州人とその文化はそれによって消滅したわけではな

い。台湾で客家特有の文化と信じられてきた三山国王信仰は、

実は潮州人の信仰に由来することが判明しているし [31]、また

屏東県西部にある昌黎祠も、従来は「客家が教育・学問を尊ぶ

ため」とされてきたが、これももともとは潮州人が同郷の韓愈

を祀ったものだったことが解っている [32]。「吸収」された先で、

潮州人は文化的に大きな存在感を示したのである。

状況は「福建側」の潮州人も同じだったはずで、同化の過程

で福建人の中に根付いた潮州文化が影絵人形劇だったのだろう。

そして福建人の中からも潮州人に影絵人形劇を習う者が現れ、

高雄市北部の農村や高雄市南部の漁村で伝承されていったのが、

今日我々が見ることができる台湾皮影戯なのだと思われる。な

お、「客家」の屏東でもかつて影絵人形劇が行われたが、閩南

語での上演という言語の問題があったため、現在では消滅して

いる [33]。

問題は、なぜ高雄市で「百年契約」が漁村部に集中している



[34]	 林鶴宜 2007、pp.21-25。
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のか、という点である。ここからは推測の域を出ないが、広東

省の山地からやって来た客家が台湾でも山地を好んだのと同様、

沿海部の潮州で漁業に従事していた人々の一部が、高屏渓河口

という、氾濫が頻発するため開墾の進んでいなかった地域に福

建人とともに入植して漁村を形成し、高雄市北部の相対的に貧

しい潮州人や、かれらから影絵人形劇を習った福建人が出稼ぎ

上演に来ることが早い段階で固定化したというのが、この「百

年契約」の実態だったのではないだろうか。

もちろんこれは現段階ではあくまでも仮説に過ぎず、これを

検証するためには、例えば林園区の移民の状況を詳しく調べる

必要があるし、また台湾南部で人戯として行われた潮劇と潮州

移民の関係についても分析する必要がある [34]。また高雄市の

台湾皮影戯には、本稿で検討した弥陀区の劇団以外に、東華皮

影劇団や解散した合興皮影劇団など、沿海部とは異なる伝統を

持つ内陸部の劇団も存在する。こうした問題については、また

稿を改めて検討したい。
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北京西派皮影戯錫慶班をめぐって

北京・冀中・冀東皮影戯形成史考

千田　大介

1. はじめに

旧時、北京の西城を中心に行われていた北京西派皮影戯は、

現在の北京皮影劇団の属する流派であり、北京を代表する芸能

の 1つであるが、研究対象として取り上げられることは稀であ

る。それは、西派皮影戯が満州貴族の堂会で主に上演されてい

たため民国以降急速に衰え、研究者の目に触れる機会がほとん

どなかったこと、影巻（皮影戯台本）が口伝であったため、民国

初年に影戯班が次々と解散した後、文献資料がほとんど残らず

研究資料が乏しいことなどが理由として挙げられる。

そこで本稿は、清末の影戯班である錫慶班に注目する。同影

戯班が恭王府ゆかりの北京西派の影戯班であったことを明らか

にするとともに、その影巻や影人について北京西派・東派皮影

戯の関係を中心に考察する。その上で、河北省保定市の冀中皮

影戯との比較対照を通じ、戯曲史の研究成果を参照することで、

北京・冀東・冀中皮影戯の形成過程について考察したい。

2. 錫慶班

2.1. 北京の影戯班

北京西派皮影戯の戯班については、翁偶虹 1985 および劉季

霖 2004 に詳しい。それらに基づいてまとめると、以下のよう

になる。

王府影戯班

果親王府影班　怡王府影班　莊王府影班　粛王府影班　



[1]	 辛寺胡同は東四十二条胡同と
東四十三条胡同の間を東西に
走っており、地安門外ではな
い。あるいは、辛安里の誤り
か。
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慶王府影班　端王府影班　恭王府影班

清代中期～後期

戯班名 時期 所在地 班主
南永盛 嘉慶間 絨線胡同
北永盛 道光間 新街口一帯
祥順班 道光間 西単北大街堂子胡同 路徳成
福順班 咸豊間 西四頒賞胡同 路福元

清末（光緒以降）

戯班名 所在地 班主
西天合 西単辟才胡同東口外 甄永利
天富班 宣武門外達智橋老柿子店 于得水→傅子雲
永慶班 右安門外火道口 孟某
和成班 地安門外辛寺胡同 [1] 鄧和宣
永和班 徳勝門外 彭禄
祥慶班 西四北報子胡同 魏殿臣
德順班 西四北大街毛家湾西口 路耀峰（路宗有）

これらの影戯班のうち、現在の北京皮影劇団の前身である路

家班（祥順班・福順班・徳順班）については、翁偶虹 1985 や劉季

霖 2004 を通じてある程度の情報が得られるが、しかし古い影

人は失われ影巻も存在しないなど、資料は豊富ではない。

戯班名 所在地 班主 顧 斉 関 その他 記事
三楽班 崇文門内 周瘸子 〇 〇
鴻慶班 東単牌楼以北路東 丑子 〇 〇
毓秀班 煤渣胡同東口外 王瑞 〇
永楽班 灯市口 白四 〇 〇
栄順班 銭糧胡同 李真 〇 〇
裕順班 東四牌楼六条胡同 張煥章 〇 〇
同楽班 東四牌楼六条胡同対過路西 趙連仲 , 趙海源 〇 〇 〇
三義班 後門外提督衙門旁 王萬杭 〇 〇
徳勝班 後門方磚廠 高徳然 〇 〇
玉順和班 東四牌楼弓箭大院 楊進光 〇 〇
楽春班
（楽春台）

東四牌楼四条対過
弓箭大院（翁）

陳薫，陳旭
白玉璞（翁） 〇 〇 翁偶虹

裕慶班 絨線胡同 傅成志 〇 民国初年
慶民昇 東四牌楼五条胡同 李峻峰・李脱塵 〇 〇 民国初年
知盛合 劉寛 〇
魁盛合 楊季広 〇
勝友軒 馬大人胡同南 白玉璞 澤田瑞穂 1954 1941 解散



[2]	 p.37 参照。

[3]	 1940 年 代、 北 京 东 华 门 外 是

古董店的集中地，其中一家是

我同学姨父的买卖，他的姨父

是文物专家。我经常到他店

里和他谈论，学到了很多知

识，也从他那里得知三十年代

德国奥芬巴赫皮影博物馆购走

西城派锡庆班皮影的经过，也

知道当时的美国大使司徒雷登

购走清王府影箱的细节。（張

敏 2015）

[4]	 ドイツ皮革博物館Web サイ
ト（https://www.ledermuseum.
de/、2018.2.5 最終確認）による。
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一方、北京東派の影戯班については、顧頡剛 1983・斉如山

1935・関俊哲 1959 などに記載がある。それらをまとめたのが

前ページの表である。

東派の影戯班では、慶民昇の李脱塵が顧頡剛のインフォーマ

ントとして知られるほか、李家瑞 1933 が中央研究院史語所が

毓秀班鈔本を多数収集していることに言及するなど [2]、西派

よりも資料は豊富に残っている。

2.2. 錫慶班と愛新覚羅載瀅

以上の北京皮影戯に関する先行研究から錫慶班の名称を見出

すことはできない。しかしそれらとは別に、錫慶班が北京西派

皮影戯の戯班であったとの証言がある。

1940 年代、北京東華門の外には骨董店が建ち並んでお

り、そのうちの一軒が同級生の叔父の経営で、彼の叔父

は文化財の専門家だった。私はしばしば店を訪ねて彼

と語りあい、多くの知識を学んだ。また彼から 1930 年

代にドイツのオッフェンバッハ皮革博物館が西城派錫慶

班の影絵を購入した経緯や、当時のアメリカ大使のレン

トン・スチュアートが清の王府の影箱を購入した詳細を

知った。[3]

これは、蘭州大学医学部教授で現在はシドニー在住の劉徳山

氏へのインタビュー記事である。劉徳山氏は 1926 年天津の生

まれで、1951 年に北京大学医学院を卒業しているが、皮影戯

の蒐集家としても知られ、26 の影戯箱・影戯夾、計 1,800 点も

の影人コレクションを誇り、その一部は『中国美術全集』にも

掲載されている。

記事で言及されるオッフェンバッハ皮革博物館は、正確には

ドイツ皮革博物館といい、皮革産業の一大中心地であるオッ

フェンバッハ・アム・マインに 1917 年に設立された [4]。同博



[5]	 p.12 参照。

[6] Nach Angaben aus Peking 
ist Y in Beile mit Zai Y ing 
identisch.（p.101）
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物館は中国皮影戯の影人を多数収蔵しており、その図録として

サイモン 1986 が刊行されている。そこには、影幕の上部に掲

げたものと思われる錫慶班の戯班名の牌子や、錫慶班の所在地

を記した紙（以下名刺と呼ぶ）が掲載されている。ここから錫慶

班が「三座橋」の「銀貝勒府」の影戯班であったことが分かる。

サイモン 1986 によると、これらはドイツ皮革博物館の皮影

戯コレクションで最も有名な「満州族王子」の皮影戯コレク

ションであるという。同博物館が錫慶班の影戯箱を購入したの

は 1931 年のことであるとされており [5]、劉徳山氏の証言とも

付合する。

その満州族王子＝銀貝勒について、サイモン 1986 に以下の

記載がある。

北京からの報告によると、銀貝勒は載瀅と同一の人物で

ある。[6]

『清史稿』巻二十四「徳宗本紀」二、同卷二百二十一「恭親

王奕訢伝」、同巻一百六十五「表五」などによると、愛新覚羅

載瀅は恭親王奕訢の次子で、鍾端郡王奕詥の嗣子となり同治七

（1868）年に貝勒位を世襲、光緒十五（1889）年に郡王位を加え

られるが、同二十六（1900）年の義和団事件発生後、かつて義

和団を擁護していたとして爵位を奪われ帰宗する。奕訢の長子

載澂の没後、載瀅の子の溥偉が恭親王を世襲している。

『光緒順天府志』には、その貝勒府の場所に関する記述が見

られる。

瀅貝勒府は三転橋の西にある。謹んで考えるに、愉王の

諱は允禑、聖祖の十五子で、諡号を恪という。後に鍾郡

王府となり、鍾王諱奕詥は宣宗の八子で、諡号を端とい

う。後嗣がなく、恭親王の子の貝勒・載瀅を後継ぎとし

錫慶班名刺（p.100）

錫慶班牌子（p.101）



[7]	 瀅貝勒府在三轉橋西。謹按：

愉王諱允禑，聖祖十五子，諡

曰恪。後為鍾郡王府，鍾王諱

奕詥，宣宗八子，諡曰端。無

嗣，以恭親王子貝勒載瀅為後。

（p.380「龍頭井」）

[8]	 郑亲王端华於咸丰十一年被

赐死，降爵为不入八分辅国

公，其府就分给了锺郡王奕

詥。同治七年奕詥薨，其府又

还给了复爵郑亲王承志。奕詥

之後载滢只好搬到了原愉郡王

府。……载涛袭爵後，此府又

称“涛贝勒府”，今仍存。（74

页）

[9]	 （光緒）二十八年，改嗣奕詥後，

襲貝勒。三十四年，加郡王銜。

（p.5261）

[10]	 趙志忠 1998p.74。
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た。[7]

三転橋は三座橋の別名である。また、

趙志忠 1998 は以下のように述べる。

鄭親王端華は咸豊十一年に死を賜

り、爵位を不入八分輔国公に落とさ

れ、その邸宅は鍾郡王奕詥に分け与

えられた。同治七年に奕詥が没する

と、その屋敷は爵位を回復した鄭親

王承志に与えられた。奕詥の後を継いだ載瀅はやむなく

元の愉郡王府に入った。……載濤が爵位を継いだ後、こ

の邸宅はまた「濤貝勒府」と呼ばれるようになり、現存

している。[8]

『清史稿』巻一百六十五「表五」によると、奕詥の嗣子は奕

譞の第七子載濤で、光緒二十八（1902）年に奕詥の嗣子となり

貝勒を世襲、同三十四（1908）年に郡王位を加えられている [9]。

濤貝勒府は恭王府と柳蔭街をはさんだ西向かいにあり、民国

十四（1925）年に輔仁大学に貸し出され、現在はその邸宅が北

京市第十三中学の、庭園が北京師範大学化学系のキャンパスに

なっている [10]。

以上のように、ドイツ皮革博物館所蔵の錫慶班名刺に見える

銀貝勒はすなわち瀅貝勒であり、その貝勒府は現在の濤王府で

あった。錫慶班名刺は載瀅が貝勒であった 1868 ～ 1889 年の間

に作られたのであろう。崇彝『道咸来朝野雑記』以下のように

見える。

かつて、王公の屋敷は、多く、高腔班あるいは崑腔班を

養成し抱えていた。慶事があると、屋敷の中で劇を演じ

三座橋の位置（『燕都叢考』p.381）



[11]	 早年王公府第，多自養高腔班

或崑腔班，有喜慶事，自在邸

中演戲，他府有喜慶事，亦可

借用，非各府皆有戲班。（p.93）

[12]	 今德國奧芬巴赫市皮影博物館

內收藏一份中國北京恭王府影

班的皮影……（p.52）

[13]	 山下一夫 2004、p.72 参照。
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させ、他の屋敷で慶事があるときに、借りることもでき

た。全ての屋敷が戯班を抱えていたわけでは無い。[11]

錫慶班という名前が付けられており、名刺もあることから、

皮影戯班も外部で上演していたのだろう。

載瀅が「帰宗」したのち、錫慶班が維持されたのか解散した

のかはわからないが、影戯箱が箱主である彼とともに恭王府に

帰したことは確実である。劉季霖 2004 は、

現在、ドイツ・オッフェンバッハ市の皮影博物館は中国

北京の恭王府影班の皮影を収蔵している [12]

としているが、これは錫慶班を指している。

3. 錫慶班鈔本をめぐって

3.1. 『紅梅閣』錫慶班本と車王府本

『北平国劇学会図書館書目』（傅惜華 1935）は下巻「影書類」

に影巻を収録している。そこには、以下の 4種の錫慶班鈔本が

見える。

『玉蘭掃北』（光緒十年鈔本）・『山水縁』・『薄命図』・『斌
ママ

鉄

剣』

『斌鉄剣』は『鑌鉄剣』の誤りであろう。

北平国劇学会図書館の旧蔵資料は基本的に中国芸術研究院図

書館に継承されているが、これら 4種は同図書館のカード目録

に見えない。いずれも梅蘭芳旧蔵資料であるため、梅蘭芳記念

館に移管されている可能性がある [13]。

このほか中国芸術研究院図書館は、錫慶班鈔本の『紅梅閣』

残本四巻を所蔵している。『北平国劇学会図書館書目』に掲載



[14]	 山下一夫 2005、p.25 参照。

[15]	 p.80 参照。
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されておらず、中国芸術研究院図書館に収蔵された経緯は不明

であるが、梅蘭芳記念館所蔵資料はアクセスが困難であるため、

現在目にすることのできる錫慶班影巻の本戯はこれのみである。

筆者は 2017 年 11 月に中国芸術研究院を訪問し、『紅梅閣』を

閲覧した。

『紅梅閣』は明の周朝俊の伝奇『紅梅記』に基づいており、

南宋の末年、裴禹と盧昭容が紅梅の枝を縁に結ばれることを描

く。錫慶班本『紅梅閣』で特筆すべきは、その字の美しさであ

る。極めて丹精で細い行書体で書かれており、教養の高い人物

が抄写したことが窺える。また煤や蠟が落ちたり、虫が挟まっ

たりといった、影巻を見ながら上演した痕跡も見られなかっ

た。東派・冀東皮影戯の影巻は芸人が読みながら上演するため

のもので、俗字が多用され字が汚いものが大多数を占めるのと、

まったく様相が異なっており、芸人が上演時に見るため、ある

いは手控えとして抄写したものでないことは確実である。

貝勒府の影戯班とはいえ、芸人の教養水準が高かったとは考

えにくいので、芸人以外の人が抄写したのであろう。おそらく

は、西太后が京劇を鑑賞する際に台本を見ていたのと同様に、

皮影戯を鑑賞する際に字幕代わりに閲覧する目的で貝勒府の者

が抄写したのであろう。

『紅梅閣』は『俗文学叢刊』にも影印が収録されている。

『俗文学叢刊』は台北の中央研究院歴史語言研究所傅斯年図書

館に所蔵される、1928 ～ 1932 年に収集された俗曲コレクショ

ンを影印・出版したものであるが、『紅梅閣』は車王府曲本

「某種戯詞」十八種の一つで、「車王府曲本」と印刷された枠線

付きの用紙が使われていることから、1925 年の第一回購入分

を 1928 年から 1929 年にかけて中央研究院が抄写したテキスト

であることがわかる [14]。第一回購入分は北京大学に帰したと

されるが、確かに戦葆紅等 2016 に『紅梅閣』八巻が見える [15]。

『紅梅閣』の錫慶班鈔本と車王府曲本の字句は、ほぼ一致す

『紅梅閣』（『俗文学叢刊』本）
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錫 ［出李讓紅面羅帽］

車 ［出李讓紅面羅帽］

錫 生來心強氣傲。不喜勢力徒豪。義勇之士愛結交。怎奈命運顛倒。

車 生來心胸性傲。不喜勢力土豪。勇義之士愛結交。怎奈命運顛倒。

錫 俺姓李名讓，字表謙五。年方二十一歲。在只常州―無錫縣大義村居住。先父早年去世。止有寡母在

車 俺姓李名讓，字謙―五。年交廿　一歲。在只常州府無錫縣大義村居住。先父早年去世。只有老母在

錫 堂。生我弟兄二人。兄名李儉。不幸上年病故。嫂嫂何氏。亦相斷而亡。撇下一個侄女。乳名會娘。

車 堂。生我弟兄二人。兄名李儉。不幸上年病故。嫂嫂何氏。　相斷而亡。撇下一個侄女。乳名會娘。

錫 生來心靈性巧。凡事一見就會。年方一十六歲，至今尚未受聘。只也不在話下。昨―有官媒張氏，來

車 生來心性靈巧。　　　　　　　年方一十六歲，至今尚未受聘。這也不在話下。昨日有官媒　　，來

錫 到我家。說平章賈思道差遣―義子賈現勤，來至無錫縣，挨門挑選美女，要將會娘入冊。好候差官親

車 到我家。說平章賈思道差遣他義子賈現勤，來至無錫縣，挨門挑選美女，要將會娘入冊。好候差官親

錫 來驗看。俺一聽此言心頭火起，便將官媒真罵一頓，立刻攆出門　去，那官媒臨行之時，嘴裡都都囔

車 來驗選。俺一聞此言心頭火起，便將媒婆怒罵一頓，立刻攆出門外去，那官媒臨行之時，嘴裡都都囔

錫 囔。說甚麼等差官到來再講。我所以這兩天未肯出門，單等差官到來，看他怎樣。

車 囔。說　　等差官到來再講。我因此這兩天不曾出門，單等差官到來，看他怎樣。

錫 ［唱］姑娘問名合姓	 著義留神請細聽	 小生也在不唐住	 姓裴名禹字順清
車 	 	 	 	 小生也在錢塘住	 姓裴名禹字順清
錫 先父曾居翰林院	 度宗駕下巴臣稱	 不孝罪逆延考批	 椿萱相繼赴幽明
車 先父曾作翰林院	 慶宗駕下把臣稱	 不孝罪送喪老娘	 椿萱相繼赴幽明
錫 撇我孤苦人一個	 忿志雲窗把書攻	 去年邀幸游泮水	 取仲文童第一名
車 撇我孤苦人一個	 忿志芸窗把書功	 去年僥倖游泮水	 敢中文童第一名
錫 虛度光陰十七歲	 牛郎未遇織女星	 家寒寄居昭慶寺	 多虧　良友郭穉恭
車 虛度光陰十七歲	 牛郎未遇織女星	 家寒寄居昭慶寺	 多戲了良友郭穉公
錫 他見我

學富五車才高八斗	 彼此伴讀講禮窮經	 才在他家會文轉	 酒厚失規越禮行
車 他見我

學富五車才高八斗	 彼此伴讀講禮經	 才自他家會文轉	 酒後失規越禮行
錫 不該拆取紅梅樹	 多有冒犯望海容	 該巴打恭身施禮」　［昭容］	昭容心里暗叮嚀
車 不該拆取紅梅樹	 多有冒犯望含容	 說巴打弓忙失禮」	 昭容心里暗叮嚀
錫 細聽此言卻不假	 提他先父我知名
車 細聽此言卻不假	 提起他父我知名

る。下表は劇の冒頭のセリフ、および第二巻で、裴禹が盧府の

梅の枝を手折ろうとして塀の内側に落ち、盧昭容と出会った後

の歌唱の比較である。

セリフ・歌詞ともに、異同の大半は発音・字形が近い漢字に

誤ったものであり、字句はほぼ一致する。セリフの冒頭は「六。

七。七。七。」という句式であるが、これは讃の一種、〔誇將

賦〕であろう。また、錫慶班本は第一～四巻しか残らないが、

各巻に収められる範囲は、車王府本と同じである。



[16]	 山下一夫 2005。張軍 2015 は
西派である可能性をそもそも
まったく考慮していない。

[17]	 p.247。
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従来、車王府本の「某種戯詞」は、冀東皮影戯のレパート

リーとの共通性から、北京東派の影巻であると考えられてきた

が [16]、錫慶班本と共通することから北京西派の影巻である可

能性が出てきた。一方、冀東皮影戯のレパートリーの一覧とし

て最も充実している温景林 1986 も『紅梅閣』を著録しており、

巻数は車王府曲本と同じ 8巻であるので [17]、冀東系の影巻で

ある可能性も排除できない。

3.2. ハーバード・イエンチンの錫慶班単齣影巻集

北京皮影戯のレパートリー上の特色は、折子戯が多いことに

あるとされる。そして『燕影劇』や車王府曲本所収影詞 8種、

早稲田大学演劇博物館所蔵本など、北京皮影戯の単齣影巻集が

幾つか存在することが知られており、千田大介 2001・山下一

夫 2004 などは、それらの収録する演目から、西派の影巻であ

る可能性が高いとしている。一方、戸部健 2017 によって、ア

メリカのハーバード・イエンチンに「皮影戯劇本 118 種」と総

称される全 24 冊の北京皮影戯単齣影巻集が収蔵されているこ

とが報告されたことで、北京皮影戯の単齣影巻集が数多く存在

していることが明らかになった。それらの所収演目をまとめた

のが下表である（［］は原書でタイトルが欠落しており、筆者が補った

もの）。

これら単齣影巻集が非常に近しい関係にあることは、収録劇

燕影劇

白蛇傳（借雨傘、金山寺、斷橋、合鉢、祭塔）、無底洞、混元盒、戲珠、百草山、麻姑跳神、
天仙送子、百壽圖、賜福、走鼓毡綿、棋盤會、拋彩逐婿、擊掌、別窰、雙別窰、搬窰、
探窰、鴻雁捎書、迴龍閣、報喜、雙鎖山、殺四門、探病、竹林計、闖山、抱盔頭、扒柳
樹、七子八婿、打金枝、太平橋、小罵城、大罵城、抱盒、狄青投親、胡迪謗閻、斬豆
娥、倒庭門、打口袋、打灶、小姑賢、平安吉慶、坐樓、爭夫、打棗、花亭、借䯼髻、掃
雪、送米、探監、要嫁粧、雪梅教子、三娘教子、雙官誥、聽琴、逛燈、鬧洞房、當皮相、
一疋布、打麵缸、偷蔓菁、偷蘿葡、教書謀館、放腳、母女頂嘴、老媽開嗙、男開嗙、兩
怕、三怕、小龍門、上粧臺

車王府曲本 三疑記、大拝壽、字差、老媽開謗、收青蛇、金銀探監、岳玉英搬母、路老道捉妖

ハーバード・イエンチン「皮影戯劇本 118 種」
v.1.　錫慶班 收威、洛園、失釵（失釵對釵）、雙鎖山、殺四門、放腳、探窰、天仙送子

v.2.　裕慶班 竹林計、五雷轄、闖山、小姑賢、殺四門

v.3.　裕慶班 打灶、高老莊、放腳

v.4.　錫慶班 罵閻、雙冠、金山寺、獻瑞、慶壽、送子、賜福

「皮影戯劇本 118 種」 v.1 表紙



[18]	 ハーバード・イエンチン所蔵
影巻については、戸部健氏よ
りマイクロフィルムから作成
された PDF をご提供いただ
いた。
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目を見れば明らかである。また表に記したように、ハーバー

ド・イエンチンの単齣影巻集は、大半が影戯班の名称を明記し

ているので、そこから流派や時代といったコンテクストを絞り

v.5.　錫慶班 借傘、火熖山、芭蕉扇、棋盤會、闖山、聽琴、倒庭門

v.6.　永順和 抱妝盒、走鼓氈綿、寫狀、打灶王、要嫁妝、罵閻

v.7.　喜慶班 雄黃陣、偷蘿蔔、偷蔓菁、盗靈芝草、送傘、遊西湖

v.8.　喜慶班 送子、夜宿花亭、姐妹爭夫、小姑賢、斬竇娥、碰城

v.9.　永順和 拋彩球、打金枝、七子八婿、探病、趕妓、借衣、合鉢（缺）、兩怕、祭塔

v.10　永順和 無底洞、盗靈芝、馬鞍山、謀館

v.11　永順和 顯魂、百草山、爬柳樹、殺四門

v.12　吉順班 當皮箱、殺嫂、送米、打口袋

v.13　吉順班 開謗、官誥、扒柳樹、無底洞

v.14　吉順班 大封官（六月雪後部）、胡延廷搬兵

v.15　吉順班 收周德威、打虎、打瓜精

v.16　吉順班 拋藍、打圍、搬母、審桑氏、祭石人

v.17　吉順班 五雷霞、回違、抱妝盒、壹匹布

v.18　吉順班 報喜、洞房、雪梅教子、三娘教子、小龍門、百草山、跳神

v.19　吉順班 長坂坡

v.20　吉順班 盜靈芝、雄黃陣、寫狀、打灶、掃雪

v.21　吉順班 別窰、稍書、借䯼髻

v.22　吉順班 先生推磨、母女頂嘴、小罵城、搧墳、三疑、三怕

v.23　吉順班 借䯼髻（坐樓）、拷玉、小上墳、打棗、棋盤會、闖山

v.24 雙鎖山

演博本 ［八仙過海］、［祭塔］、［顯魂 / 殺艘］、扒柳樹、抱盔頭、雙官誥、無底洞、［要嫁妝］、［放
腳］、［稍書］、平安吉慶

込むこともできよう [18]。

まず注目されるのが、錫慶班のテキス

トが 3 冊（v.1・4・5）含まれることであ

る。それらの単齣影巻集はお世辞にも字

が上手いとは言えず、かつ俗字や略字が

多用されているなど、『紅梅閣』と様相

をまったく異にしており、芸人の手にな

ることは明白である。

また錫慶班鈔本各巻の表紙には、v.1

は「拾参本」、v.5 は「頭本」、v.4 は「㭭

本」と書いてあるので、元々、13 冊以

錫慶班鈔本（『殺四門』）
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上に及ぶセットであったことがわかる。一方、v.4 の「献瑞」

の後の第 15 葉表は、表紙と同様に収録単齣の題名を並べ、「同

順班記」と記しており、そこに書かれた収録単齣は、v.4 の表

紙に書かれた題名と重複している。これはおそらく、錫慶班の

原本の欠落を、同順班鈔本によって補ったものであろう。この

ため v.4 所収の「金山寺」・「双冠
マ マ

」・「罵閻」は錫慶班本ではな

いと思われる。錫慶班から流出した影巻集を他の影戯班（それ

が同順班なのかもしれない）が使っていた可能性もある。

ハーバード・イエンチン所蔵本に記された影戯班では、v.2・

3 の裕慶班が斉如山 1935 に民国時期の比較的新しい東派の影

戯班として挙がっているので、北京西派・東派の影巻が混在し

ていることになる。

次に、影巻の字句を比較してみよう。紙幅の関係上、『燕影

劇』・錫慶班・裕慶班および永順和の四種がある「殺四門」の

比較結果のみを掲げる。表は、劉金定が宋太祖に見参する場面

のセリフ、および劉金定と于洪との戦いの場面の〔三趕七〕を

比較したものである。

セリフについては、『燕影劇』と錫慶班はほぼ一致し永順和

燕 （胤上城）好太祖天子。站在城頭往下　看。　　但見一位女子。　　　　　

錫 （印上城）好太祖天子。占在城頭往下一看。　　但見一位女子。　　　　　

裕 （上印）　　　　　　　　　　　　　　　　呀，果有一員女將，頭代的鳳紫金盔，身穿鎖子銀葉甲，

永 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　但見為首女子，　　　　　　　　　　　　　　　

燕 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　擎刀　　跨　　馬。生的風流俊俏。　　　　十七八歲。

錫 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　擎刀　　跨　　馬。生的風流俊俏。　　　　十七八歲

裕 內襯大紅征袍，腰束碧玉胭脂帶，手使青同偃月刀，坐跨桃紅馬，生的風流，　　年紀不過十七八歲。

永 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生的風流俊俏，

燕 往下開言。便問那一女子。到此何事。那裡人氏。姓甚名誰（金白）　　　　好劉金定舉四抬頭一看

錫 望下開言。便問那一女子。道此何事。那裡人氏。姓甚名誰」　　　　　　　好劉金定舉目台頭一看。

裕 　　　　　　　城下女子，你姓字名誰，到此何是」　　　　萬歲容丙」（唱）
永 望下便叫，城下那一女子，　姓甚名誰，到此何事」　

燕 　　但見城頭站立一人。　　　　　　　　　　　　　　　　面如重棗。　　　　　想是當今萬歲。

錫 　　但見城頭站立一人。　　　　　　　　　　　　　　　　面如重棗。　　　　　想是當金萬歲。

裕 　　只見城頭一人站。　兩邊又有仲將遂。頭代沖天冠一頂。面如重棗鳳蠶眉。

永 呀，城上黃羅傘下一人，　　　　　　　　　　　　　　　　面如重棗，五柳長髯，必是　　萬歲，

v.4 第 15 葉表
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燕 （唱）空中照　雲霧迷

錫 （唱）空中照　雲物迷

裕 （唱）空中照　雲霧迷

永 （唱）空中照　雲霧迷

燕 抬頭一看　認的仔細

錫 台頭一看　認的仔細

裕 抬頭一看　認的仔細

永 台頭一看　認的仔細

燕 原是刀一口　也不為出奇

錫 原是刀一口　也不為出奇

裕 原是刀一口　也不為出奇

永 元是刀一口　也不算出奇

燕 斬我卻不能夠　取出聖母神旗

錫 斬我卻不能夠　取出聖母靈旗

裕 斬我卻不能夠　取出聖母神旗

永 斬我卻不能夠　取出聖母神旗

燕 往空一展飛刀落　往上沖殺催征駒（下）
錫 往空一展刀收下　往上沖殺崔征駒」

裕 往空一指刀收下　往上沖殺催征駒（下）
永 望空一恍刀收了　沖殺上去催征駒（下）

燕 （于唱）發了怔　兩眼直

錫 　　　　發了怔　兩眼直

裕 （于唱）發了怔　把眼直

永 （于唱）發了怔　兩眼直

燕 飛刀祭起　半虛空裡

錫 飛刀祭起　半虛空裡

裕 飛刀祭起　半天空里

永 飛刀祭起　半虛空里

燕 一幌不見了　真乃怪又奇

錫 一恍不見了　真乃怪又奇

裕 一恍不見了　真乃怪又奇

永 一恍不見了　真乃怪又奇

燕 未把女將斬　　並未落在地皮

錫 未把女將斬首　並未落在地皮

裕 未把女子斬首　也未落在地皮

永 未把女將斬首　並未落在地皮

燕 心中發糊說奇怪　又見女子來對敵

錫 心中發胡說奇怪　又見女子來對敵

裕 心中發糊說怪□　又見女子來對敵

永 心中氣恨說奇怪　又見女子來對敵

も似ている。裕慶班は他のテキストでセリフである部分を歌唱

にしているなど若干異なるが、それでも類似の表現が使われて

いる部分が見受けられる。一方、後の〔三趕七〕については、

いずれもほとんど同じである。

この他にもいくつかの影巻を比較してみたが、ほぼ全てが、

多少の相違こそあるものの、基本的に同じ影巻であると見なし

燕 待奴下馬　　　（下下馬上跪白）　　　　　萬歲。　　臣女劉金定見駕。奴配與高君保為妻。特來

錫 待奴下馬　　　（下　馬上跪白）　　　　　萬歲萬歲。臣女劉金定見駕。奴配與高君保為妻。特來

裕 忙下征駝把話回。　　　　　　　　　　　　叩頭盡禮呼萬歲。……

永 待我下馬才是　（下）　　　　　　　　　　萬歲萬歲，臣女劉金定，　　許配　高君保為妻，前來

燕 報號　　（胤白）那女子你說的雖然有理。但是無憑無據難信（金白）　　　　　現有銀鞭為証。

錫 報號　　」　　　那女子你說的总然有里。但　無憑無俱難信」　　　　　　　　現有銀鞭為征。

裕

永 報號來了」　　　你說高君保是你丈夫，　無有憑俱朕當難信」　　　萬歲不信，現有銀卞為証」在

燕 　　　　繫上城頭一觀

錫 　　　　細上城頭一觀」

裕

永 那里」萬歲戲上城頭一看」



[19]	 千田 2001、p.81。

[20]	 p.56。なお、ワゴン・リー・
ホテルは、オリエント急行の
運営会社であるワゴン・リー
社のホテルで、中国名は六国
飯店。当時の大使館街であっ
た東巷民交街に位置し、中華
人民共和国成立後、華風飯店
と改称した。現在も当時の建
物が使われている。民国時期
においては、北京飯店となら
ぶ欧風ホテルとして名声を博
していたという。

[21]	 p.62 参照。

[22] Ort der Aufführungen war das 
Kloster　"Zum Wohlstand 
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うる範囲内に収まった。ここから、北京皮影戯の単齣影巻集は、

西派と東派で共有されていたという推測が成り立つ。

さて、比較に使用した影巻のうち、ドイツ・シノロジストの

ウィルヘルム・グルーベとエーミール・クレープスによって編

まれた『燕影劇』について、劉季霖氏は北京西派の代表的演

目を網羅することから、西派のものであると断定している [19]。

『燕影劇』の編纂過程については山下一夫 2004 に詳しいが、そ

こではラウファーの以下の「解説」を引いている。

テキストを詳細に研究するために、クレープス氏は北京

で影絵芝居の劇団をよんでそれらの演目を上演させた。

かれはそれで気が付いたことをこう加えている。「つい

でに言うと、かれらは自分で厳密なテキストを持ってい

るという訳ではなく、はやりの日常的な冗談をその中に

織り交ぜたりするのだ。喜劇『三怕』をやっていると

き、例えば登場人物の女性の一人はこう言った。わたし

はワゴン・リー・ホテル（原注：北京にあるヨーロッパ系ホ

テル）に招かれているので、これから行くところなので

すよ、と。」[20]

この実演確認について、山下一夫 2004 は「劇団の名前はお

ろかその上演場所、さらには劇団員の名前すらも全く触れてい

ない」[21]としているが、サイモン 1986 に以下の記載があった。

その上演場所は隆福寺だった。グルーベとクレープスに

よって一座の台本すべてが翻訳された（バイエルン学術ア

カデミーによって 1915 年に出版）ことで、他の流派と対照

的に、北京の影絵人形劇の演目は、きちんと記録に残っ

ている。[22]



und Glück" - Long Fu Si. Im 
Gegensatz zu dem Repertoire 
der anderen Stile ist das des 
Pekinger  Schattentheaters 
durch die Übersetzung des 
gesamten Textbestandes einer 
Gruppe  durch  Grube  und 
Krebs - herausgegeben von 
der bayerischen Akademie der 
Wissenschaften 1915 - gut 
dokumentiert.（p.99。なお、ドイ

ツ語資料の邦訳は、慶應義塾大学

大学院の岩崎佑太氏による。）

[23]	 p.30 参照。

[24]	 p.58 参照。
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当時、東派の影戯班は多くが東四・隆福寺一帯に拠点を置い

ていたので、東派の上演が参照されたことは確実である。一方、

東派皮影戯は翻書影であるので、自らの影巻を見ながら上演し

たはずであるので、『燕影劇』の元になった影巻は上演した影

戯班のものではなかったことになる。これは、錫慶班影巻と

『燕影劇』・裕慶班などの影巻が基本的に同じものであったよう

に、単齣影巻集が西派・東派を超えて広く北京の影戯班の間で

共有されていたことを示している。

これら単齣影巻集の折子戯が冀東地域で演じられていない

ことについては山下一夫 2004 に詳しいが [23]、その一方で、清

末・民国時期に裕慶班などの東派影戯班でそうした折子戯が演

じられていたことも明らかになった。

これは北京という大都市でのさまざまな上演ニーズを満たし、

西派・涿州影が占めていた堂会上演市場に食い込むために、冀

東から北京に進出した影戯班もそうした折子戯の上演に対応す

る必要があり、西派の芸人・影戯班から影巻を入手して上演す

るようになったのであろう。こうした単齣影巻集を所有し上演

できることが、北京東派皮影戯と冀東皮影戯の相違点であった

のかもしれない。

3.3. 北京西派・冀東皮影戯の影巻とレパートリー

北京西派皮影戯と冀東皮影戯は異なる劇種ではあったが、用

いられる曲調や曲牌の句法はほぼ共通していた。劉季霖 2004

は北京西派皮影戯の強調・曲牌として以下を掲げる [24]。

豎弦：〔正音腔〕・〔三趕七〕・〔大金辺〕・〔小金辺〕・〔小東

腔〕・〔五字数〕

横弦：〔大悲調〕・〔小悲調〕・〔還陽調〕・〔玉字調〕

曲牌：〔鴛鴦扣〕・〔柳枝腔〕・〔銀紐糸〕・〔南鑼北敲〕・〔畳

断橋〕・〔䯼髻腔〕・〔湖広調〕・〔山坡羊〕・〔好姐姐〕・〔跑

竹馬〕・〔点絳唇〕・〔黄竜滾〕・〔撲灯蛾〕・〔石榴花〕・〔粉



[25]	 p.72 参照。

[26]	『六月雪』と『薄命図』は、
冀東の万暦の年記を持つ台本
が存在することで知られるが、
芸人が根拠なしに万暦や乾隆
の年号を書き入れるケースは
多々見られるので、充分な検
証を経ずににわかに信じるこ
とはできない。

[27]	 p.5 参照。
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蝶児〕

豎弦・横弦は、それぞれ京劇の正調・反調に相当し、長短句

のものを含むが、いずれも板腔体であるとする。

一方、劉栄徳等 1991 によれば、冀東皮影戯には以下のよう

な曲調・曲牌がある。

〔七字句〕・〔十字錦〕・〔三趕七〕・〔大金辺児〕・〔小金辺

児〕・〔讃語〕・〔三字経〕・〔平腔〕・〔花腔〕・〔淒涼調〕・

〔大悲調〕・〔小悲調〕・〔遊陰調〕・〔還陽調〕・〔五字賦〕・

〔大哭么二三〕・〔小哭么二三〕

西派の〔正音腔〕が冀東で〔平腔〕と呼ばれるなど、名称の

相違が見られるものの、同じ名称のものの句式は基本的に一致

する。両者の差異は、西派が高腔の風格を多く留めるのに対し

て、東派・冀東皮影戯は梆子腔により接近している点、すなわ

ち歌唱という芸人の技芸レベルのものであり、影巻としての差

異はほとんどないといえよう。

北京西派・東派皮影戯のレパートリーについて、劉季霖

2004 は「兩派所演劇目毫不相同的」とする一方で、いくつか

の共通する演目があるともしている [25]。両者のレパートリー

を比較してみると、『六月雪』・『混元盒』・『樊梨花』・『劉金

定』など、さらに錫慶班の本戯、『山水縁』・『薄命図』・『鑌鉄

剣』・『紅梅閣』も冀東と共通している [26]。このうち『鎮冤塔』

は、岳飛の子・岳霄の北征を描いており、前掲単齣影巻集の

「罵閻」・「争夫」の本戯であるが、劉豊慶 1986 によれば「老四

大部」の 1つに数えられる、清初の影巻であるというので [27]、

あるいは西派皮影戯ともともと同じものであるのかもしれない。

関俊哲 1959 は、以下のように述べる。



[28]	 北京东、西两派皮影戏的唱腔虽

然大不相同，但在影词的格式上

却大致相同，七字句、五字句和

三赶七，都是唱文的主要格式，

从这一点来看，二者的起源和发

展，可能有密切的关系。（P.9）

[29] 1934 wurde dann der Qianlong-
Satz erworben, der ebenfalls aus 
einer chinesischen Adelsfamilie 
stammt.（p.12）
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北京東・西派両派皮影戯の節回しはかなり異なるとはい

え、影巻のスタイルは概ね一致し、いずれも七字句・五

字句と三趕七を歌詞の主要なスタイルとしている。この

点から見て、両者の起源と発展には密接な関係があるよ

うだ。[28]

北京西派と東派で共通の単齣影巻集が使われ、また本戯も共

乾隆影戯箱影人（p.35）

果親王府影人『佘塘関』（『中国美術全集』p.189）

通していたことは、両者が清末に至るまで密接な関

係にあった証左であるといえよう。

4. 錫慶班の影人をめぐって

4.1. ドイツ皮革博物館の 2 つの影戯箱

ドイツ皮革博物館の北京皮影戯コレクションには、

錫慶班影戯箱のほかに、乾隆年間の影戯箱がある。

後者が購入された経緯について、サイモン 1986 は

以下のように述べる。

1934 年、乾隆影戯箱がコレクションに加

えられた。それもまた、中国の貴族階級の

一族に由来するものであ	

る。[29]

また、ケルンやストックホルム

民族誌博物館に同デザインの影人

が収蔵されるという。

これらの影人のデザインは、劉

季霖氏旧蔵（現在は上海博物館蔵）

の王府の影人とも似かよっている。

劉季霖氏はこれらを「精工紗彫」

と呼び、実演には用いずに後台に



[30] Gemäß den Eintragungen der 
offiziellen Annalen der Qing-
Dynastie - qingshi - fanden im 
August 1790 Geburtstagsfeiern 
z u m  8 0 . G e b u r t s t a g  d e s 
Kaisers statt. Die eigentliche 
Glückwunschzeremonie, an 
der neben den Verwandten 
des Kaisers auch hohe zivile 
und  mi l i t ä r i s c he  Beamte , 
e i n  m o n g o l i s c h e r  K h a n , 
der  v ietnamesische König, 
Tr ibutgesandte aus  Korea, 
Birma und Nanchang - einem 
Geb i e t  an  de r  Grenz e  zu 
Yunan - sowie Häuptl inge 
d e r  U r e i n w o h n e r  a u s 
verschiedenen Provinzen, z. 
B. Taiwan, teilnahmen, wurde 
im kaiser l ichen Palast  der 
Höchsten Harmonie vollzogen. 
Danach wurde für die Gäste 
- wie es Sitte war - in den 
beiden heute noch vorhandenen 
Palästen Friedliches Alter und 
Reinheit ein Bankett gegeben. 
Bei dieser Gelegenheit dürften 
S chat tensp ie le  aufge führ t 
worden sein. Eine der beiden 
i m  P a l a s t  v o r h a n d e n e n 
Theaterbühnen befand sich im 
Palast Friedliches Alter.（p.92）

[31] Es war keine leichte Arbeit, 
denn  w ie woh l  d i e  S tüc ke 
mit Reispuder bestreut und 
durch Ölpapiere geschützt 
waren, klebten sie dochwohl 
infolge der Sommerhitze der 
südlichen Gewässerin ganzen 
Packen zusammen und mußten 
sorgfältig voneinander gelöst 
werden.（p.12）
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展示するためのものであったとする。サイモン 1986 は、これ

らを乾隆帝八十歳の万寿慶節での上演のために制作されたもの

だとする。

清王朝の正式な年代記『清史』の記述によると、1790

年 8 月に皇帝の 80 歳を祝う行事が催された。太和殿に

御出座され、皇親、大臣、モンゴルの汗、安南国王、朝

鮮・ミャンマー・南掌からの貢使、各省の土司、台湾の

生番などが慶賀の例を行った。祝典の後、寧寿宮・乾清

宮で宴席を賜り、席上、皮影戯が演じられた。宮殿に現

存する二つの舞台のうちひとつは、寧寿宮にある。[30]

筆者が『清史稿』・『清実録』を確認した限りでは、乾隆帝八

十歳の万寿慶節で皮影戯を上演したとの記述は見あたらなかっ

た。サイモン 1986 によれば、それはキール大学のゲオルク・

ヤーコブ教授の考証によるというが、今後、詳細を確認する必

要があろう。

4.2. 錫慶班の影人

サイモン 1986 に掲載される影人写真を見る限り、同博物館

が所蔵する典型的な北京西派皮影戯の造形を有する影人は、い

ずれも乾隆影戯箱のものである。

一方、錫慶班コレクションは、生・旦の顔の枠線に色を塗り、

眉と目尻が一本の曲線で連続し、サイズは 30cm弱という、北

京東派風の影人となっている。また、以下の記述から桐油を塗

布していたことがわかる。

影絵人形は油紙で梱包され、米粉がふりかけられていた

にもかかわらず、おそらく南海の夏の暑さのせいだろう、

荷物全体のなかでくっつきあっていたため、慎重に互い

を引き剥がさなければならなかった。[31]



[32]	 千田大介 2001、p.79。
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冀東系の影人は高温多湿の場所に重ねて

置いておくと、表面に塗布された桐油が溶

け出してくっついてしまうものだ。これも

錫慶班の影人が東派風である証左である。

錫慶班は西城の恭王府の影戯班であ

り、劉徳山氏の証言から西派の劇団であっ

たことは確実であるが、影人は東派的な

ものを用いていたことになる。かといっ

上：北京東派女将軍（p.19）

上左：錫慶班影人　水族（p.33）

上中：劉季霖氏旧蔵西派皮影戯
影人『水漫金山寺』（劉季霖

2004 p.46）

下右：冀中皮影戯影人（趙敬蒙
2004 p.34）

錫慶班影人『祭塔』（p.106）

て、錫慶班が東派に属したことにはなるまい。

劉季霖氏旧蔵の北京西派影人『水漫金山寺』の水族の造形は、

錫慶班の影人とほぼ一致する。また趙敬蒙 2004 に見える冀中

皮影戯の影人画像には冀東風のデザインのものが見られるが、

冀中皮影戯は後述のように北京西派皮影戯と密接な関係を持つ。

さらに、ドイツ皮革博物館が所蔵する下右図の影人は、錫慶班

に由来するものではなく、サイモン 1986 のキャプションは東

派のものだとしている。顔の造形は確かに東派的であるが、東

派にはない人馬一体の「馬上樁」であり、高さが 53cmと大き

いなど、西派の特徴を併せ持っている。

そもそも北京西派皮影戯の彫刻方法は、「尖刀口」から東派

の影響を受けて「斉刀口」に変化したとされるように [32]、西

派と東派は相互に影響を及ぼし合う関係にあり、清末にはそれ

が影人デザインにも及んでいたと考えられよう。現在の皖南皮



[33]	 西派影戏与东派影戏，艺术上

并无大异，只是流派不同，而

同中有异。（p.192）

[34]	 龐彦強等 2005、p.479 参照。

[35]	 韓麗 2015、p.9 参照。

斉刀口

尖刀口
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影戯では、陝西風の影人によって破損した影人を補充して用い

ているが、筆者が調査時に芸人に尋ねたところ、デザインの差

異にはまったく無頓着であった。デザインの差異にこだわるの

は、むしろコレクターとしての視点であるのかもしれない。

翁偶虹 1985 は以下のように述べる。

西派影戯と東派影戯は芸術としてはさして違いがなく、

流派が異なるだけであるが、似ている中にも違いがあ

る。[33]

錫慶班影人も影巻と同様、西派と東派の「似ている中に違い

がある」状況を具体的に示している。

5. 北京・河北の皮影戯

5.1. 冀中皮影戯

以上のように、北京西派皮影戯と東派・冀東皮影戯は、影巻

にある程度の互換性があり、また影人についても東派風のデザ

インのものが錫慶班で使われるなど、まさしく「似ている中に

も違いがある」という状況にあった。これは、北京西派皮影戯

と東派・冀東皮影戯が、そもそも同根から生じていることを強

く示唆している。

河北省では、唐山を中心とする冀東地域以外でも、皮影戯が

行われている。張家口市蔚県には陝西省大茘から伝わった灯影

戯があり [34]、邯鄲市を中心とする冀南地域では河南・山東か

ら伝わった皮影戯が行われているが [35]、ここでは北京西派皮

影戯の比較対象として、保定一帯で行われている冀中皮影戯に

注目する。

冀中皮影戯については、龐彦強等 2005、および趙敬蒙 2004

に詳しい。以下、それらに従って概要をまとめる。

保定では「老虎調」と「涿州影」の 2種類の皮影戯が行われ



[36]	“老虎调”唱腔由演员干唱（徒

歌），使用本嗓，不用文场乐

器伴奏，只用武场的大罗、大

铙、大钹、铛、鼓板等伴奏，

于弋阳腔属于一个声腔体系。

（p.392）

[37]	 “ 老虎影＂即涿州大影的前身
（1980 年由保定地區文化館岳館長

率隊來我團訪問，“ 探尋涿州大影到

北京後之去向＂，從所帶錄音資料

和照片中了解到，至今保定地區在

農村中仍流傳着 “老虎調＂影，其唱

腔及影人造型大致與北京西城派皮

影相同）。（p.35）
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ており、前者は主に保定南部、順平県・望都県・定州市・蠡県

などで、後者は主に保定市北部で行われている。

老虎調の音楽について、龐彦強等 2005 はいう。

「老虎調」の歌唱は、芸人の「乾唱」（徒歌）で、地声を

使い、文場の伴奏を用いず、武場の大羅・大鐃・大鈸・

鐺・鼓板などの伴奏だけを用い、弋陽腔と同じ声腔体系

に属する。[36]

乾唱とは、伴奏がつかない歌唱のことで、弋陽腔の特色と

される。曲調は板腔体の〔平調〕を主とし、〔繍花灯〕・〔白口

歌〕・〔河西調〕・〔大悲調〕・〔小悲調〕などの曲牌も用いられる。

一方涿州影は、伴奏に京胡・二胡・四胡・揚琴・小三弦など

の「文場」を用い、板腔体を主とし〔浪蕩腔〕・〔還魂調〕・〔琴

腔〕・〔悲調〕・〔鎖板〕などの曲調・版式があり、〔三趕七〕な

どの曲牌も用いられる。また、明代に蘭州から伝播したとの伝

承を持つ。龐彦強等 2005 によると、滄州皮影戯・献県段村皮

影戯も同様の伝承を持っており、同系統であると思われる。

なお、芸人の略伝などから、両者ともに行当ごとに別の芸人

が歌唱する方式であったことがわかる。

北京西派皮影戯に関する文献・先行研究では、劉季霖 2004

が保定皮影戯に言及する。

「老虎影」は涿州大影の前身である（1980 年に保定地区文

化館の岳館長一行が「涿州大影が北京に伝わった後の行く末」を

訪ねて我が団（筆者注：北京皮影劇団）にやってきた。持参した

録音資料と写真から、現在に至るまで保定地区の農村では「老虎

調」皮影戯が行われており、その節回しと影人の造形は北京西城

派皮影と概ね同じであった）。[37]



[38]	 北京涿州大影係來自甘肅蘭州，

經華亭、陜西、晉中，由晉南

傳入娘子關，後與保定地區已

流傳之“老虎調＂影調融合在

一起，在原有唱腔的基礎上，

又吸收了陜西的碗碗腔、河北

的合合腔等，就形成了今之涿

州影曲調。今河北保定地區群

藝館內收藏有“老虎調＂唱腔

錄音，它與北京之涿州大影有

些腔調極相似，只是板式緩慢

些。明正德年間戊辰三年（1508

年）北京舉辦“百戲大會演＂，

涿州大影隨進京參加演出，與

早已流傳京城之“梆子佛＂合

二為一，即今日演唱的西城派

涿州影。（p.151）
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また劉季霖 2004 は、北京西派皮影戯の形成について、以下

のように述べる。

北京の涿州大影は甘粛蘭州から伝わったもので、華亭・

陝西・山西中部・山西南部を経て娘子関を超え、後に保

定地区で既に行われていた「老虎調」皮影戯の曲調と融

合した。元々の節回しの基礎の上に、陜西の碗碗腔、河

北の合合腔などを吸収し、現在の涿州影の曲調を形成し

た。現在、河北の保定地区群衆芸術館内に「老虎調」の

歌唱の録音が収蔵されているが、北京の涿州大影のいく

つかの曲調と、テンポが若干遅いだけでとても似ている。

明の正徳三（1508）年、北京で「百戯大会演」が催され、

涿州大影は北京での上演に参加し、それ以前から北京で

行われていた「梆子仏」と合流し、今日演じられる西城

派涿州影となった。[38]

以上の説明は、碗碗腔や合合腔の形成がいずれも清代である

ことからいささか妥当性を欠くものの、北京西派の源流とされ

る老虎影と冀中老虎調は同じものであると考えて良かろう。

また、北京西派皮影戯は涿州影とも呼ばれており、名称が冀

中の涿州影と共通しているのみならず、曲調や蘭州起源伝承も

共通しており、両者が同じ劇種であるのは明白である。

ともなると、北京西派皮影戯は老虎影から発展した、すなわ

ち弋陽腔本来の「乾唱」から、文場の伴奏付きの声腔へと発展

したことになる。これについては、戯曲史研究の成果を参照し

つつ考察する必要があろう。

5.2. 京腔と皮影戯

弋陽腔は明代後期に北京へと伝播した後、清代にかけて盛行

し、京腔を形成したことが知られる。以下、その形成と変遷過

程について、程志 2007 などによって概観する。



[39]	 今唱家稱弋陽腔，則出於江

西，兩京、湖南、閩、廣用之。

（p.114）

[40]	 至今上始設諸劇於玉熙宮。以

習外戲。如弋陽、海鹽、崑山

諸家俱有之。（p.798）

[41]	 京腔本以宜慶、萃慶、集慶爲

上。自四川魏長生以秦腔入京

師。色藝葢于宜慶、萃慶、集

慶之上。于是京腔效之。京秦

不分。（p.131）
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北京への弋陽腔の流入は明代に遡る。明の徐渭の『南詞叙

録』にいう。

今、役者どものいう弋陽腔は、江西に発祥したもので、

両京・湖南・福建・広東で行われている。[39]

明代中期には北京で行われていたことがわかる。また、明の

沈徳符の『万暦野獲編』にいう。

今上帝（筆者注：万暦帝）になって始めて、玉熙宮にさま

ざまな劇を設けて、外部の劇を学ばせ、弋陽・海塩・崑

山などがみな揃っていた。[40]

「外部の劇」を学ばせていることから、万暦年間の北京で弋

陽腔が盛行していたことがわかる。そして清代には「南崑、北

弋、東柳、西梆」（斉如山『京劇之変遷』）と言われるように、北

方で弋陽腔が大いに流行し土着化が進む。康熙二十三（1684）

年に刊行された、王正祥『新訂十二律京腔譜』は、北京におい

て弋陽腔が京腔へと発展したことを示すメルクマールとされる。

乾隆年間後期になると、魏長生の北京進出、四大徽班晋京な

どを通じて、花部が勃興する。それは京腔にも影響を及ぼす。

『揚州画舫録』卷五「新城北録下」に以下のように見える。

京腔ではもともと宜慶・萃慶・集慶など（の劇団）が名

声を博していたが、四川の魏長生が秦腔を北京にもたら

してから、その容色と技芸は宜慶・萃慶・集慶を圧倒し

てしまい、そのため京腔がそれを模倣し、京腔と秦腔の

区別が無くなった。[41]

魏長生は乾隆四十四（1779）年に「滾楼」を上演して北京で



[42]	 蜀伶新出琴腔，即甘肅調，名

西秦腔。其器不用笙笛，以胡

琴為主，月琴副之。工尺咿唔

如話，旦色之無歌喉者，每借

以藏拙焉。（p.46）

[43]	 時則有若宜慶、翠慶，崑、弋

間以亂彈；言府言官，（京班

半隸王府，謂之官腔，又曰高腔。）

節奏異乎淫曼。無奈曲高和寡，

六十年漸少知音。（p.54）
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大いに名声を博しているので、京腔の秦腔化はそれ以降に進展

したことになる。秦腔の特色は、胡弓の伴奏にあった。『燕蘭

小譜』卷之五にいう。

四川の役者が琴腔で売り出した。甘粛の曲調で、西秦腔

という。楽器は笙や笛を用いず、胡弓を主、月琴を福と

する。楽譜は「あーうー」と話しているかのようで、歌

の下手な女形は、それでつたなさを隠している。[42]

胡弓（原文「胡琴」）の伴奏について特記しているのは、当時

の北京で徒歌、あるいは崑曲のような笛・笙の伴奏が一般的

だったことを示す。ここから乾唱であった京腔が、乾隆年間後

期に秦腔の影響を受けて、胡弓の伴奏を導入したことがわかる。

また、清の李光庭の『郷言解頤』巻三「優伶」にいう。

そのころ宜慶・翠慶など（の劇団）があり、崑曲と弋陽

腔に乱弾を交えていた。「府」や「官」と呼ばれ（原注：

京班は半ば王府に隷属しており、官腔と呼ばれ、また高腔とも呼

ばれた。）、その拍子は淫猥とは異なるものだった。いか

んせん曲調が高音で歌う者が稀で、60 年で知る者が少

なくなっていった。[43]

『揚州画舫録』と劇団の名称が共通していることから、京腔

と官腔・高腔は同じ劇種を指すことになる。ここから、京腔の

劇団が王府に属していたことがわかる。

以上の京腔の変遷に照らすと、老虎影の乾唱は魏長生登場以

前の古い時期の京腔のあり方を留めており、北京西派（涿州影）

で用いられる高腔は秦腔の影響を受けて胡弓の伴奏を導入し

「京腔と秦腔の区別が無くなった」京腔であることが推測され

る。佟晶心 1934 は北京皮影戯の声腔について、以下のように



[44]	 北平尚存有琴腔。（13 頁）

[45]	 又有影戲一種，以紙糊大方窗

為戲台，劇人以皮片剪成，染

以各色，以人舉之舞。所唱分

數種，有灤州調、涿州調及弋

腔，晝夜台內懸燈映影，以火

彩幻術諸戲為美，故謂之影戲。

今皆零落矣。（p.94）
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述べている。

北平には今でも琴腔が保存されている [44]

琴腔の名称は冀中涿州影にも見えているが、前引『燕蘭小

譜』によれば西秦腔、すなわち秦腔の別名である。

また、『道咸以来朝野雑記』に以下のように見える。

また影戲というものがあり、紙をのり付けした大きな四

角い枠を舞台とし、人形は皮を切り抜いたものをさまざ

まな色に染め、人のように舞わせる。歌唱はいくつかの

種類に分かれ、灤州調・涿州調および弋腔がある。昼夜、

舞台の中に灯をぶら下げて影を映し、炎を使った幻術の

芝居が美しく、そのため影戯と呼ばれる。今はみな衰え

てしまった。[45]

従来の論考では、これを北京皮影戯が東西両派に分かれた証

拠として引用しているが（例えば江玉祥 1999、p.194）、「弋腔」の

二文字を無視している。以上に論じてきたところをふまえれば、

この「弋腔」が老虎影を指しているのは明白であり、道光年間

に至っても北京ではなお乾唱形式の皮影戯が存在していたこと

が窺える。

前掲『郷言解頤』は、京腔の劇団が多く王府に属していたと

するが、同時期には多くの王府が皮影戯班を抱えており、また

西派皮影戯は満州貴族の堂会で多く上演されていたとされるの

で、ここに京腔と北京皮影戯の接点を見出すことができる。

北京西派皮影戯や冀中涿州影には、前述のように甘粛省蘭州

から伝播したとの伝承がある。これについて、周寿昌の『思益

堂日札』巻七「読曲雑説」に以下のように見える。



[46]	 今樂部亦各有土調。如……甘

肅則蘭州引。……蘭州引則京

師影戯演之。（p.154）

[47]	 康睁睁 2016 参照。

[48]	「貳、西秦腔、甘肅調及四川

亂彈」（p.57）参照。
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今の楽部にもそれぞれ土調がある。例えば……甘粛には

蘭州引がある。……蘭州引は都の影戯が演じてい

る。[46]

この記事は『思益堂日札』の十巻本のみに見えることから、

五巻本成立後（1850 年頃）から周寿昌が没した光緒九（1884）年

までの間に書かれたことがわかる。

蘭州引は蘭州で行われる小曲で、一般に蘭州鼓詞と呼ばれる。

北京の八角鼓が蘭州に伝播し、民間小曲を吸収して清の道光年

間に形成されたとされる [47]。音楽形式は曲牌体で、北京西派

の音楽とは大きく異なっており、その起源であるとは考えにく

い。北京西派皮影戯が蘭州起源であるとの説を耳にした周寿昌

が、現地の曲種である蘭州引と短絡的に結びつけたのであろう。

では、蘭州起源説はなぜ生まれたのだろうか。筆者は、京腔

が秦腔の影響で変容したことを反映したものだと考える。秦腔、

即ち西秦腔は『燕蘭小譜』によれば甘粛の曲調で、流沙 2014

は実際に甘粛で形成されたものであるとしている [48]。恐らく、

秦腔化した京腔を用いるようになった影戯班の芸人が、従来の

乾唱を用いる老虎影に対して、甘粛・蘭州から伝来した秦腔を

取り入れた皮影戯であると説明し、それが訛って蘭州起源伝承

が生まれたのであろう。冀中老虎影に蘭州起源伝承が見られな

い理由も、これで説明がつく。

ところで清代、保定の高陽では高腔が盛行していた。それに

ついて、流沙 1999 は次のように述べる。

河北保定出身の評劇俳優・蕭玉華がかつて筆者に語った

ところによると、以前、河北の高陽一帯の高腔は、声

腔からいうと、「南高」・「北高」の二派に分かれていた。

近代になっても、この二派の高腔はいずれもそれぞれ異

なった特徴を保っていた。そのうち南高は高陽高腔の最



[49]	 來自河北保定的評劇演員蕭玉

華曾經對筆者說，過去河北高

陽一帶的高腔，如果從聲腔上

來說，原來就分作「南高」與

「北高」兩派。直到近代，這

兩派高腔都還保持各自不同的

特點。其中，南高為高陽高腔

最古老而原始的的一派，唱腔

非當高亢粗獷而且是專唱高

腔，不與崑腔混在一起。北高

的唱腔，則較為鈿緻優雅並且

與崑曲同臺演出，在演出風格

上更具有濃厚的崑曲韻味。這

種高腔就是人們所謂崑弋班中

的弋腔。清末以後，「南高」

只有高陽縣還可以演唱，冀中

其他地方幾乎全部唱北派高腔。

（p.221）

[50]	 我以為，所謂「南高」即南方

傳去的弋陽腔 ；所謂「北高」，

即北方高腔，質際上就是京腔。

（p.55）

[51]	 上谷為直隸省會，距京城

三百三十里。日下歌樓淘汰簸

揚，往往以餘波潤三輔。其間

色藝稍可觀、有聲名者，又輒

颺去，入長安。（p.277）
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も古く原始的な流派で、歌唱は非常に高らかで粗野、か

つ高腔だけを歌い、崑曲と混じり合っていない。北高の

歌唱は、比較的繊細かつ優雅で、しかも崑曲と同じ舞台

に登るなど、上演の風格は崑曲の味わいが強い。この種

の高腔はいわゆる崑弋班の弋腔である。清末以後、「南

高」は高陽県だけに伝わり、冀中のその他の地域はほと

んど全て北派高腔を唱っている。[49]

これをふまえて、蘇子裕 2009 は以下のように述べる。

私は、「南高」とは南に向かって伝わった弋陽腔であり、

いわゆる「北高」とは北方の高腔、実際には京腔のこと

であると考える。（p.55）[50]

保定は北京より南に位置しているが、戯曲文化は南の河南・

山東から北上して伝わるのではなく、北京から南下して伝わっ

ており、南に行くほど古い形態の戯曲が残っていたことがわか

る。楊懋建『辛壬癸甲録』にいう。

保定は直隷の首都であり、北京から 330 里離れている。

都の歌楼でふるい落とされると、往々にしてその余沢が

近郊を潤す。そのなかの容色・技芸に見るべきところが

あり、名声の出たものは、また飛び去って、都に上るの

である。[51]

同書は道光十一～十四（1831 ～ 34）年に書かれたものだが、

北京で失敗した役者が都落ちして保定に至り、そこで再起をは

かっている。これも、衛星としたる保定が、演劇文化上、北京

を補完する従属的な機能を果たしていたことを示している。

かかる北京と保定・冀中との関係性は、皮影戯においても同



[52]	 这影戏源于兰州，清道光年间

传入该村。先辈王建朝，领人

驻过北京“西天和”后来本村

艺人组成“义合班”。极盛时

期为光、宣年间，活动于北京、

保 定 一 带， 以“ 赶 斋 门 ” 等

从艺为生（p.49。龐彦強等 2005、

p.477 にも転載される。なお「寺で

の上演活動」の原文「趕斎門」は、

一般に仏寺で斎の施しを受けるこ

とを言うが、上演活動とそぐわな

いので、仮にこのように訳した）。
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様であったお思われる。『廊坊戯曲資料匯編』第三輯は、廊坊

の固安北王起営皮影戯について、以下のように述べる。

この皮影戯は蘭州に起源し、清の道光年間に同村に伝

わった。先人の王建朝が人を率いて西天和に参加し、後

に同村の芸人が「義合班」を組織した。最も盛んだった

のは光緒・宣統年間で、北京・保定一帯で活動し、寺の

縁日などで上演活動などを行っていたという [52]。

北京と冀中の皮影戯との間に交流があったことがわかる。

以上をふまえると、保定の南部で行われる老虎影はより古い

時期に北京より伝来したもので、北部で行われる涿州影は、乾

隆年間末年以降に京腔の秦腔化の影響を受けた北京西派皮影戯

が伝播したものであると推測できる。

各地の皮影戯を見ると、同じ地域の地方戯の声腔を用いるも

のが見られる一方で、例えば陝西の関中道情皮影戯で秦腔以前

に流行していた道情が用いられ、浙江の海寧皮影戯で清代中期

の乱弾が用いられているように、古い世代の戯曲の声腔が皮影

戯に保存されている例も多々見られる。北京西派皮影戯や冀中

老虎影・涿州影もそうした皮影劇種の 1つであったことになる。

また、徳順班の路家が北京北郊昌平の出身であることと考え

合わせると、北京西派皮影戯が北京周辺から人材の供給を受け

ていたことが明らかになる。西派も決して西城に閉じこもって

いたわけではなく、北京の南郊・北郊との交流に立脚していた

のである。この点において、北京西派は京腔となんら変わると

ころがないし、冀東地域と密接に結びついた東派＝灤州皮影

戯・楽亭皮影戯の事例とも似ている。そこから類推するに、北

京南郊との交流が涿州影と名付けられた所以なのであろう。

5.3. 分唱形式と福影

北京西派・冀中・冀東・東北の皮影戯は、いずれも複数の歌



[53]	 宋朝仁宗時，市人有能談三國

事者，或採其說，加緣飾作影

人（p.495）
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唱者が行当に分かれて歌唱する、いうなれば分唱形式を採ると

いう共通点がある。それに対して他の地域の皮影戯では、1人

の主唱者があらゆる行当を兼ねて歌唱する形式が一般的である。

中国の影戯に関する最も早い記録である宋の高承の『事物紀

原』巻九「影戯」に以下のように見える。

宋の仁宗の時、街に三国物語を語るのが上手い人がおり、

ある者がその話に装飾を施すために絵人を作った。[53]

皮影戯はこのように講談から発達した芸能であるので、1人

が歌唱するスタイルのほうがより古いことは明白であり、これ

は逆に北京・冀中・冀東の皮影戯の近似性を際だたせている。

北京東派を含む冀東皮影戯の上演技法上の大きな特色は、男

性芸人が喉笛のあたりをつまんで裏声を出す「搯脖子」と呼ば

れる歌唱方法、および影巻を見ながら上演する「翻書影」であ

る点にある。これらは他の地域の皮影戯に見られないが、上演

技術をより簡便化しコストを削減する技法であるといえる。す

なわち、旦の歌唱には、芸人の適性と訓練の積み重ねが必要で

あるが、「搯脖子」はそのコストを軽減する。「翻書影」は、い

うなればカンニングペーパーの公式化であり、芸人が台本を完

全に暗記するコストを軽減できる。このコスト削減指向は、影

戯班の人数の増加、ひいてはコスト増をもたらす分唱方式と相

反しており、分唱方式が冀東以外からもたらされたことを物

語っている。

その条件を整えているのは北京以外にありえない。前述のよ

うに、北京皮影戯は王府と密接な関係があり、民間の影戯班と

比べて強力な経済的後ろ盾を持っていた。そうした環境下では、

分唱化によるコスト増よりもむしろ、審美性や芸術性が優先さ

れたことだろう。

筆者は以前、北京・冀東・東北にかつて台本を暗記し、2尺



[54]	 千田大介 2004。

[55]	 唱腔，有哭腔、抬腔两种。抬

腔，全班人都跟着一起唱，有

九腔十八调，唱完为止。其音

乐旋律简单，近似和尚诵经。

伴奏只有打击乐，没有丝弦乐

器。打击乐器有大铙、大钹、

碰钟、小双铃、云锣、小堂鼓、

木鱼等。演出中掌钹者兼小双

铃，大铙兼鼓。念不上韵，唱

用本嗓，没有击节用的鼓板，

由碰钟、小双铃引起。（p.62）

[56]	 北京影戲藝人演唱的“梆子佛

＂就近似佛曲，一人手敲木魚，

演唱者聲音緩慢而悠長，如僧

人誦經，後來皮影腔中，【大

悲調】等的唱法，受此種唱腔

之影響很深。（p.12）

[57]	 据北京皮影老艺人路跃峰先生

生前说过 ：“在北京元朝前有

一种叫｀梆子佛＇的大影戏，

是由河南传入的。（p.19）
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の影人を用いる皮影戯が広く分布していたことを論じたことが

ある [54]。その一つと目される福影は、大影・腹影・府影とも

呼ばれ、冀東の遷安・遷西・廬竜・撫寧一帯で行われている。

影巻は『封神榜』だけで、上演時に影巻を見ない。福音の音楽

について、王大勇 1986 は以下のように述べる。

唱腔には〔哭腔〕と〔擡腔〕の二種類がある。〔擡腔〕

は芸人が全員で後に続いて唱い、九腔十八調があって、

歌い終わるとお終いになる。その音楽の旋律は簡単で、

和尚の読経に似ている。伴奏は打楽器だけで、弦楽器は

使わない。打楽器には大鐃・大鈸・碰鐘・小双鈴・雲

鑼・小堂鼓・木魚などがある。上演では鈸担当が小双鈴

を兼ね、大鐃が鼓を兼ねる。台詞回しは韻を踏まず、歌

唱は地声で、拍子を取る鼓板もなく、碰鐘・小双鈴が序

奏となる。[55]

打楽器だけで弦楽器が無いことから、乾唱形式であったこと

がわかる。また、「全員で後に続いて唱」うというのは「幇唱」

のことであろう。いずれも弋陽腔の特色として知られるが、一

方、曲調・曲牌は老虎影よりも遥かに簡単である。

劉季霖 2004 は以下のように述べる。

北京皮影戯の芸人が唱う「梆子仏」は仏曲に似ており、

一人が木行を叩き、歌唱者はゆったりと長々と歌い、僧

侶の読経のようであった、後の皮影戯の〔大悲調〕など

の歌い方は、その影響を強く受けている。[56]

北京皮影戯の老芸人・路躍峰氏が生前に語ったところに

よると、北京では元朝以前に「梆子佛」と呼ばれる大影

戯が行われており、河南から伝わったものである。[57]



[58]	 一般福影由三至四人组成。一

人操纵影人，余者掌乐器兼伴

唱。（p.62）

[59]	 佟晶心 1934、p.7。
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木魚の伴奏を用い、「僧侶の読経のよう」であるなど、梆子

仏は福影と非常に似ていることがわかる。大型の影人を用いる

「大影」であるという点も共通しており、福影は梆子仏の流れ

を汲むものであると考えられる。そうであるならば、老虎影・

涿州影および冀東の灤州影・楽亭影などで用いられる〔大悲

調〕・〔小悲調〕はここに起源することになる。

王大勇 1986 には、また以下のように見える。

一般に福影は三～四人で組織され、一人が影人を操作し、

その他のものは楽器と伴唱を担当する。[58]

ここから、福影は分唱方式でないことがわかる。

以上のように，福影は音楽・上演方式などに古い要素を留め

ており、その成立が老虎影より古いことは確実である。

6. おわりに

以上に論じてきたように、清代の北京・冀中・冀東には、少

なくとも 4種の皮影戯が行われていた。それぞれの特徴をまと

めると下表のようになる。

祖師爺 文場 〔三趕七〕〔大・小悲調〕 分唱 影人 馬上樁
福影

（梆子仏？） 観音 無 無 有？ 否 両尺二 有

老虎影 ？ 無 無 有 是 両尺 有
涿州影、
北京西派 観音 有 有 有 是 両尺 有

灤州影、楽亭
影、北京東派 孔夫子 有 有 有 是 七寸 無

これらの 4種の皮影戯の中で、福影すなわち梆子仏が最も古

いのは確実である。芸人の伝承に見えるように元代に遡るとは

思えないが、しかし明末清初には遡り得よう。明代に黄素志が

冀東皮影戯を創始したとの説は、遷安の福影の芸人であった安

心斉が李脱塵に贈った『小史』に基づくので [59]、あるいは梆



[60]	 时间在道光年间，在发展的过

程里忽然发生了两大派别 ：

（一）西派，（二）东派。（p.1231）
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子仏が北京から冀東に伝来して福影が形成された歴史を反映し

ているとも考えられる。

清代には諸王府に影戲班が置かれ、そこで分唱方式が導入さ

れ老虎影が成立したと考えられる。老虎影は梆子仏から〔大悲

調〕・〔小悲調〕などを継承し、さらにいくつかの曲調・曲牌を

導入したが、基本的には乾唱形式のままであった。戯曲声腔と

しては、清代前期の弋陽腔ないしは京腔を反映しているものと

思われる。

老虎影は乾隆末年から嘉慶年間のころ、秦腔導入後の京腔の

影響を受けて文場の伴奏を導入し、涿州影すなわち北京西派皮

影戯へと発展した。〔三趕七〕が導入されたのも、おそらくこ

の段階であろう。

冀東の灤州影・楽亭影と涿州影は、いずれも〔三趕七〕を用

いており、影巻に互換性があることから、同根であることは間

違いないが、一方、両者の共通レパートリーとなっている本戯

はいずれも比較的古いものである。ここから、乾隆・嘉慶のこ

ろに京腔の秦腔化の影響下に形成された涿州影が、ほどなく冀

東地域にもたらされ、影人デザイン・音楽・上演技法や劇目な

どの面で、河北梆子などの影響も受けつつ独自に発展して、冀

東皮影戯を形成したものと推測される。それが、道光年間ころ

に逆に北京に進出して北京東派を形成したのだろう。顧頡剛

1934 は以下のように述べる。

道光年間のころ、発展の過程で突然二つの流派が発生し

た。（一）西派、（二）東派である。[60]

東西両派は、東派が冀東から進出した影戯班であったことを

考えれば、冀東皮影戯の北京進出によって生まれたとすべきで

ある。

また顧頡剛 1934 は以下のように述べる。



[61]	 在以先只用木魚念經式的宣卷，

到了雍正末年已改用笛子，腔

調也離弋腔較遠，而合崑腔較

近了。乃至乾隆末年，四弦琴

又加入了，音樂漸漸複雜，韻

調自然更覺動聽。直到咸豐初

年，南絃子新軍突起，並且

不久在那裡就作了主席……
（p.1230）
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初めは木魚で読経をするかのような宣巻であったが、雍

正年間末に笛子を用いるように改められ、節回しも弋陽

腔からいささか遠くなり、崑腔に近くなった。乾隆年間

末になって、四弦琴がまた加えられ、音楽も次第に複雑

になり、曲調も当然、いっそう美しくなった。咸豊年間

の初めになって、南絃子が新たに勃興するとともに、ま

もまく首座を占めるようになった……[61]

この記述は『灤州影戯小史』に基づいていると思われるが、

前述の京腔との対比において推測した北京皮影戯の発展過程と

概ね合致している。

錫慶班の事例に見える北京西派皮影戯と東派皮影戯の近さは、

両者がかかる歴史的経緯を経て、同じ根から分かれた皮影戯で

あったことの反映であると理解されよう。

以上、本稿では、北京西派皮影戯の錫慶班が恭王府ゆかりの

影戯班であったことを端緒に、まずその台本・影人の比較検討

を通じて、北京西派と東派が非常に近しい関係にあったことを

指摘した。その上で、冀中老虎影・涿州影・福影などを比較・

検討し、戯曲史研究における京腔研究の成果を参照することで、

北京・冀中・冀東皮影戯の形成過程を解明した。すなわち、北

京西派皮影戯＝涿州影は、京腔の遺響を〔琴腔〕などに留めて

いると思われるのである。

ところで、中国皮影戯研究の大きな枠組みを確立したメルク

マール的著作である江玉祥 1992 は、全国の皮影戯をいくつか

の「影系」に分類し、冀東や東北の皮影戯を「冀東影系」とす

る一方、北京西派皮影戯は「秦晋影系」に属するとしている。

江玉祥氏の分類は、影人のデザインおよび祖師爺などに基づく

ものであるが、本稿で論じたように分唱方式や音楽の共通性な

どに注目すれば、それらは同系統と考えるべきである。
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これに限らず、皮影戯の先行研究では戯曲史の研究成果を参

照していないものが多いし、また芸人の伝承を批判的な検討を

することなくそのまま受け入れたり、影人のデザインのみに注

視したりして立論している例が多々見られる。しかるに、皮影

戯も伝統劇種である以上、人が演ずる伝統劇と同様に、主に声

腔によって分類されるべきであるし、また研究にあたっては戯

曲史研究の成果を参照するべきである。その意味で、江玉祥の

提示した枠組みは、修正されていく必要があろう。

北京・河北の皮影戯については比較的資料が揃っているので、

音楽や影巻などについて、さらに詳細に研究することも可能で

あると思われるが、それについては今後の課題としたい。
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「近現代中華圏の伝統芸能と地域社会」

2017 年度夏期現地調査の概要

氷上　正・千田　大介・山下　一夫

中国都市芸能研究会では、2015 年度より科学研究費補助金

（基盤研究 (B)）「近現代中華圏の伝統芸能と地域社会～台湾の皮

影戯・京劇・説唱を中心に」（研究課題番号：15H03195、研究代表

者：氷上正）の助成を受けて、台湾を中心に広く中華圏の皮影

戯・京劇・説唱などの伝統芸能と、それらを取り巻く地域社会

を考究するプロジェクトを立ち上げている。

研究 3年目となる 2017 年度は、8 月に「いいだ人形劇フェ

スタ 2017」において来日公演を行った永興楽皮影劇団、およ

び特別展「影絵 in 台湾」を行った高雄皮影戯館スタッフに同

行し、上演状況や展覧内容の調査を行った。

続いて 9月には台湾で現地調査を実施した。前年度までの調

査を受け、高雄では永興楽皮影劇団に同行し、合計 3ヶ所で中

元節上演の調査と、関係者へのインタビューを行ったほか、高

雄皮影戯館で文献資料の調査や関係者との面会、台南の文物調

査なども精力的に行った。また台北では偶戯博物館や大稲埕戯

苑を訪問して人形劇および相声に関する調査を進め、さらに関

連する文献資料の複写・購入なども精力的に行った。

また、いずれの地域においても、上演活動と密接な関わりを

持つ寺廟について、調査を実施した。

1.  高雄永興楽皮影劇団訪日公演同行調査

	 7/29	 千田・山下	 終日：東京より長野県飯田市へ移動。川

本喜八郎人形美術館にて高雄皮影戯館スタッフ

と展覧の打合せ。
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上演会場設営（川本喜八郎人形美術館）

展覧開幕式

	 7/30		 千田・山下	 終日：川本喜八郎人形美術館にて高雄皮

影戯館特別展の準備。

	 7/31	 千田・山下	 午前：川本喜八郎人形美術館にて高雄皮

影戯館特別展の準備。午後：高雄皮影戯館ス

タッフとともに白樺湖「世界の影絵きり絵美術

館」を見学。

	 8/1	 千田・山下	 午前：永興楽皮影劇団と合流、上演準備

を見学。午後：展覧開幕式に参加、中国語通訳

を担当し、さらに開会式来賓への展示の案内・

解説を行った。

	 	 氷上	 午前：東京より陸路、長野県

飯田市へ。午後：高雄皮影戯

館特別展を見学。

	 8/2	 氷上・千田・山下	 午前：永興楽皮

影劇団・高雄皮影戯館スタッ

フとともに川本喜八郎人形美

術館にて上演会場設営を行っ

た後、11 時から影絵人形劇

1回目の上演（飯田での上演演

目はいずれの日程も『サンドバッ

グにまつわる三つの物語』および

『火炎山』）、字幕を担当。午

後：川本喜八郎人形美術館に

て飯田文化会館スタッフと打

合せ、15 時から同演目 2 回

目の上演、同じく字幕を担当。

	 8/3	 氷上・千田・山下	 午前：永興楽皮

影劇団・高雄皮影戯館スタッ

フとともに下伊那郡平谷村に

移動、上演会場設営。午後：
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平谷村にて影絵人形劇上

演、字幕を担当し、また

人形体験ワークショップ

で中国語通訳を行う。終

了後、飯田市内に戻る。

	 8/4	 氷上・千田・山下	 午前：永興

楽皮影劇団・高雄皮影戯

館スタッフとともに飯田

文化会館にて人形劇『山

椒魚』の公演を観賞。

	 	 氷上	 午後：東京へ移動。

	 	 千田・山下	 午後：永興楽皮影

劇団・高雄皮影戯館ス

タッフとともに飯田市内

の水引工場を見学、中国

語通訳を担当。

	 8/5	 千田・山下	 午前：永興楽皮影

劇団・高雄皮影戯館ス

タッフとともに飯田市竜

丘地区へ移動、上演会場

設営。午後：竜丘地区に

て影絵人形劇上演、字幕

を担当し、また人形体験

ワークショップで中国語

通訳を行う。終了後、飯

田市内に戻る。

	 8/6	 千田・山下	 終日：東京へ移動。

2.  夏期台湾現地調査

	 9/1	 氷上	 終日：東京より台北へ移

平谷村にて

影絵人形劇上演（竜丘地区）

人形体験ワークショップ（竜丘地区）
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台南武廟

普済廟の碑文

赤崁保安宮

動。

	 	 千田・山下	 終日：東京より台

影戯館にて台湾芸術大学の石光生氏と懇談。ま

た、現地の大学生のインタビューを受ける。

	 	 氷上	 終日：台北の偶戯博物館、及び大稲埕戯苑にて

上演調査、関連資料調査。

	 9/4	 千田・山下	 午前：高雄皮影戯館にて文献資料調査。

午後：美濃区へ移動、高雄皮影戯劇団団長の陳

政宏氏を訪問。

	 	 氷上	 台北より高雄へ移動。

	 9/5	 氷上・千田・山下	 終日：林園区の赤崁保安宮にて永

北を経由して高雄へ移動。

	 9/2	 千田・山下	 午前：高雄皮影戯館

にて高雄皮影劇団の後継者

養成ワークショップを見学。

台南へ移動し、奇美美術館

を見学。午後：台南市内に

て天后宮・武廟を見学、ま

た普済廟の碑文を調査、さ

らに北極殿を見学し、高雄

市内に戻る。

	 	 氷上	 終日：台北の偶戯博物館、

及び大稲埕戯苑にて上演調

査、関連資料調査。

	 9/3	 千田・山下	 午前：高雄皮影戯館

にて東華皮影劇団の張能傑

氏、小飛鳳布袋劇団の林義

淵氏と懇談、錦飛鳳劇団に

よる南台湾傀儡『飛瓦伝

奇』を観賞。午後：高雄皮
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興楽皮影劇団の中元節上

演（高雄での上演演目はい

ずれの日程も扮仙戯・『状元

拝相』・『李那吒鬧東海』）を

調査。

	 9/6	 氷上・千田・山下	 終日：林園

区の汕尾北極殿にて永興

楽皮影劇団の中元節上演

を調査。

	 9/7		 氷上・千田・山下	 終日：高雄

市内にて資料収集。

	 9/8	 千田・山下	 午前：大社郷の林

義淵氏の工作坊にて、張

能傑・林義淵両氏を訪問、

所蔵資料を調査。午後：

嶺東科技大学の邱一峰氏

と懇談。

	 	 氷上	 終日：高雄より台北へ移

動。

	 9/9	 千田・山下	 終日：林園区漁会

にて永興楽皮影劇団の中

元節上演を調査。

	 	 氷上	 終日：台北の偶戯博物館、

及び大稲埕戯苑にて上演

調査、関連資料調査。

	 9/10	 千田・山下	 午前：高雄より台

北へ移動。午後：台北市

内にて資料収集。

	 	 氷上	 終日：台北の偶戯博物館、

及び大稲埕戯苑にて上演

台南天后宮

汕尾北極殿

汕尾北極殿
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調査、関連資料調査。

	 9/11	 氷上	 台北より帰国。

	 	 千田・山下	 終日：台北市内に

て資料収集。

	 9/12	 千田	 終日：台北市内にて資料

収集。

	 	 山下	 終日台北市蘆州の博揚文

化出版公司にて成果報告

の出版打合せ。

	 9/13	 千田	 終日：故宮博物院図書文

献館にて文献調査。

	 9/14	 千田	 終日：台北市内にて資料

収集。

	 	 山下	 終日：淡水にて淡江大学

を訪問。

	 9/15	 千田・山下	 終日：台北より帰

国。

林園区漁会

『李那吒鬧東海』
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執筆者紹介

郭 丰 涛

【生年】1985 年

【最终学历】浙江大学传媒与国际文化学院美学专业博士

【现职】南通大学文学院讲师

【论著】《样板戏 < 智取威虎山 > 六个版本的美学研究

—从仪式化的角度谈起》，《文艺争鸣》，2013

年第 1 期

材木谷　敦（ざいもくや　あつし）

【生年】1968 年

【最終学歴】早稲田大学大学院文学研究科中国文学専攻

博士課程中退

【現職】中央大学文学部教授

【論著】「謝肇淛『文海披沙』版本考」（『中央大学文学

部紀要』249、2014 年）、「李漁『閑情偶寄』所

収「行楽之法」の三篇をめぐって」（『中央大学

文学部紀要』264、2017 年）

千田　大介（ちだ　だいすけ）

【生年】1968 年

【最終学歴】早稲田大学大学院文学研究科中国文学専攻

博士課程中退

【現職】慶應義塾大学経済学部教授

【論著】「乾隆期の観劇と小説～歴史物語の受容に関す

る試論～」（『中国文学研究』第二十四期、1998

年）、「北京西派皮影戯をめぐって」（科研費報

告書『近代中国都市芸能に関する基礎的研究』、

2001 年）、『電脳中国学入門』（共著、好文出版、

2012 年）

氷上　正（ひかみ　ただし）

【生年】1953 年	

【最終学歴】東京都立大学人文研究科中国文学専攻博士

課程単位取得満期退学	

【現職】慶應義塾大学総合政策学部教授	

【論著】『中国の禁書』（共訳、新潮社、1994 年）、『性

愛の中国史』（共訳、徳間書店、2000 年）、『イ

ンテンシブ中国語―集中型中国語講座』（共

著、東方書店、2000 年）、「北京における相声

の現状についての一考察」（『近現代中国の芸能

と社会―皮影戯・京劇・説唱』所収、好文出

版、2013 年）

山下　一夫（やました　かずお）

【生年】1971 年

【最終学歴】慶應義塾大学大学院文学研究科中国文学専

攻後期博士課程単位取得退学

【現職】慶應義塾大学理工学部准教授

【論著】「王屋山と無生老母」（『道教の聖地と地方神』

所収、東方書店、2016 年）、『明清以來通俗小

説資料彙編第一輯』（共編、博揚文化事業有限

公司、2016 年）、『全訳封神演義』（共訳、勉誠

出版、2017 年 -2018 年）



100	 中国都市芸能研究　第十六輯

中国都市芸能研究会 2017 年度活動記録

2017 年 5 月 28 日

2017 年度春季大会

会場：早稲田大学　早稲田キャンパス　3 号館

909 教室

内容：

•	 各種議事

•	 研究発表

	◦千田大介（慶應義塾大学）「北京皮影戯の短編

台本集をめぐって」

	◦平林宣和（早稲田大学）「梅蘭芳の古装新戯

と電光の世紀――梅蘭芳『天女散花』とロ

イ・フラー」

　　※共催：日本学術振興会科学研究費基盤研究

（B）「近現代中華圏の伝統芸能と地域社会

～台湾の皮影戯・京劇・説唱を中心に」

2017 年 7 月 29 ～ 8 月 6 日

台湾プロジェクト高雄永興楽皮影劇団訪日公演同行調

査

場所：長野県飯田市（いいだ人形劇フェスタ）

参加者：千田・氷上・山下

2017 年 9 月 1 ～ 15 日

台湾プロジェクト 2017 年度夏期台湾現地調査

場所：台北市・高雄市

参加者：千田・氷上・山下

2018 年 1 月 27 日

2017 年度冬季大会

会場：関西大学　梅田キャンパス 702 号室

内容：

•	 各種議事

•	 研究発表

	◦佐藤仁史（一橋大学）「香港の民俗文化と無

形文化財」

	◦二階堂善弘（関西大学）「東南アジアの福建

系寺廟―台湾との違いを中心に―」

　　※共催：日本学術振興会科学研究費基盤研究

（B）「近現代中華圏の伝統芸能と地域社会

～台湾の皮影戯・京劇・説唱を中心に」


