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泉州の古典音楽と伝統劇及びその海外への普及

王連茂

序

本論の主な内容の一つは泉州の古代音楽に関する最新の考古学的発見を二件紹介し，そ

れによって唐・五代及びそれ以前に北方移民が中原音楽を伝えた歴史の軌跡を証明するこ

とで，もう一つは１６世紀以降泉州の伝統劇が東アジア海域の各中国系住民区で演じられ

ていた状況について詳しく述べることである。これらの上演活動は多くが祭祀の為に行わ

れた物ではあるが，その影響，特に音楽や伝統劇の普及という問題は研究に値する。泉州

の個別の事例を通してだけでも東アジア諸国間の航路がただ単に貿易の道であっただけで

なく，同時に音楽や伝統劇を含む文化の交流と普及の道であり，海上貿易に携わった商人

や移民がその分野で担った役割も無視できないことがわかるであろう。

泉州は中国福建省東南部に位置する。中世の「海上のシルクロード」の著名な港であり，

１６～１８世紀の東アジア海上貿易圏における地位もまた非常に重要だった。この時期に

興った海外貿易ブームに乗って，泉州及び閩南 地 区 全 体 （漳 州 府 を含む）に歴史上最も盛

んな海外移民の波が現れ，それは２０世紀前半まで続き，結果として数え切れない程多く

の閩南 移 民 が東アジア海域の広範な区域と台湾に分布することになった。

図１ 泉州の地理的位置 図２ 泉州行政区域図

本論でいう古典音楽と伝統劇とは，南音（つまり弦管，又は南曲，南管ともいう）と梨

園戯・木偶戯の泉州で最も重要な三種の文化遺産の事を指す。多くの研究者がその著作に

おいてこれらの文化遺産の価値を高く評価している。

南音は「中国音楽史の生きた化石」で，非常に豊富な古代音楽の要素を保存している。
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南音は指・譜・曲という大きな三つの部分から構成される大規模な総合体である。指の物

語は宋元の雑劇・南戯，明の雑劇・伝奇・小説に関係があり，曲の構成や形式は元・明・

清の小令・俚曲に関係があり，譜は漢代の「相和歌」・晋代の「清商楽」及び唐の大曲・法

曲・燕楽の形態を多く留めている。南音に特有の工×譜つまり「×・工・六・士・一」の

漢字による記譜法は先秦時代以来の伝統的音楽理論が民間に残された物である可能性が高

い。また南音で使われる琵琶・洞簫（尺八）・三弦・二弦・拍板・噯 仔 （訳者注：南 噯 とも

いう小型のチャルメラ）・小 銅鈸などの楽器は，ある物は唐・五代の形と演奏姿勢を保存し

ており，ある物はペルシャ・アラブ一帯から伝わった物である。

小梨園（七子班・戯仔ともいう）・上路（浙江省から伝わった「温州雑劇」劇団と考えら

れる）・下南（地元梨園）という三つの流派からなる梨園戯が宋元時代の南戯の名残である

ことは間違いなく，中国に現存する最も古い演劇形式の一つである。南戯は１２世紀初頭

に生まれ，長江以南の東南沿海一帯で流行し，その後次第に消失し，梨園戯と泉州毘隣の

旧興化府（現在の莆田 市 ）の莆仙 戯 だけが残ったが，同時に多くの宋元南戯の演目を保存

し，現在上演可能な演目もある。

木偶戯は掌中木偶（俗に言う布袋戯）（訳者注：指人形・ギニョール）と提線木偶（つま

り懸絲傀儡，俗に嘉礼戯）（訳者注：糸操り人形・マリオネット）の二種に分かれる。南宋

臨安の「百戯」(訳者注：古代の音楽・芝居・曲芸など様々な演芸の総称)には福建から伝わ

った懸絲傀儡があり，都でもてはやされたが，その歴史はもっと古い。ある研究者は老芸

人の間の言い伝えから伝統劇の起源は唐代玄宗の朝廷で行なわれた木偶戯であり，現在の

舞台上の多くの所作は皆提線木偶戯の動作の模倣だと考えている。現存する泉州の提線木

偶はその技術の高さから，世界一流の人形劇芸術といえる。（注１）

一、泉州の古代音楽に関する考古学的新発見

泉州のこれら伝統的音楽と伝統劇の起源に関わる研究は既に大きな成果をあげてはいる

が，資料が少ないため結論を導くのは難しい。最も議論の多いのは南音（弦管）の起源問

題で，学術界には「漢唐説」，「晋唐説」，「唐宋説」等多くの説があり，それぞれ根拠はあ

るものの，説得力のある文献を欠くため，未だ共通認識に至らないのは残念である。

しかし，研究者は皆これらの音楽や伝統劇が中原移民によって伝えられたと考えている。

よって，中原移民の足跡を辿り，彼等が音楽や伝統劇を伝えたとという証拠を探ることは

この謎を解く鍵となる。約３世紀頃から北方の漢民族は徐々にこの地に移り住み始め，こ

の種の移動は１４世紀後半まで続けられた。その間，両晋と南北朝・初期と唐末五代・南

北宋の間，及び明代初期に起こった数回の移民は，規模が大きく，時にはその数が数万人

にも及んだ。唐末の河南人王潮・王 審 邽・王審知三兄弟の部隊が福建を占領して，閩国政

権を打ち立て，南宋初期に趙氏皇族「南外宗正司」が開封から泉州に移ったことは，中原

文化の普及にとって特に重要な事柄として，研究者の注目を集めている。

以下に述べる泉州の古い墓で発見された楽器の彫刻を施した煉瓦や楽舞伎（訳者注：は
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やし方や踊り手）の彫刻を施した煉瓦は中原移民が異なる時期に音楽を伝えた重要な証拠

である。

（一） 東晋～南北朝（317～589 年）の「阮咸」の彫刻入り煉瓦

2006 年 8～12 月の間に泉州管轄の南安市（旧南安県）豊州鎮皇冠山で 28 の墓が発掘さ

れた。そのうち 4 箇所から年代の記載のある煉瓦が見つかった。一つは東晋太元三年（378

年）の物，二つは南朝梁天監十一年（512 年），もう一つは「四年」と刻まれた煉瓦の破片

があるが，具体的年代を判断する術はない。同時に多くの副葬品が発見された。特に重要

なのは幾つかの煉瓦に古代楽器「阮咸」の図案が彫刻されていたことである。これらの図

案には四つのパターンがある。

（１） 棹
さお

の上端に横棒が 8 本あり，両側に 4 本ずつで，二本が一本の糸巻きを表す。

糸巻きの左上に楽器を壁に掛けるための部分がある。円形の共鳴胴と棹には 4

本の直線が見え，これは 4 本の弦を表す。共鳴胴には三日月形の駒
こま

があり，上

下左右対称に４つの響口
ひびきぐち

がある。

（２） 楽器の先端には３本の短い横棒が見え，３本の弦の３つの糸巻きを表している。

棹は点線で真っ直ぐに描かれている。棹の下には円形が見え，円形の共鳴胴を

表す。円形の共鳴胴には５つの点が見え，これは上下左右の響口と中心近くの

点は弦を固定する部分を示す。図案全体の点や線は皆陽紋で示されている。

（３） 棹の上端に横棒が 8 本あり，両側に 4 本ずつで，二本が一本の糸巻きを表す。

棹の右上に楽器を壁に掛ける部分がある。棹には４本の弦を示す紋が見える。

円形の共鳴胴には上部，左右３つの響口がある。

（４） 棹の上端の３本の横棒は３つの糸巻きを示す。棹が長く，５本の横棒は５つの

駒を表す。円形の共鳴胴は改良されていて，共鳴胴と棹がつながる部分は弧を

描いていて響口はなく，形は弦管の琵琶のように洋梨を半分に切ったような形

に近づいている。共鳴胴には「三日月」形の駒が一つ見える。（注 2）

阮咸はつまり琵琶のことで，秦代に生まれた弾
はじ

いて音を出す弦楽器の一種である。漢代

には「長い棹に円形の胴を持ち，４本の弦にそれぞれ柱
じ

（フレット）がある」「漢琵琶」に

進化し，縦に抱えて，指で弾いて演奏した。この種の楽器は魏の時代「竹林の七賢」の一

人阮咸が非常に巧みに演奏したので，唐以降これを阮咸或いは阮と呼んだ。（注 3）

考古学者のレポートに拠れば「太元三年」（378 年）と刻まれた墓の煉瓦の裏側に「陳文

絳がこれを立て，万年保つ」という一行の字が刻まれていた。墓の主陳文絳は生前阮咸を

好んで演奏したに違いない。だからこそこのような楽器の装飾模様が彫られたのだ。しか

もこのことは阮咸がこの時泉州に伝わっていたことを明確に示している。その他の年代の
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記載のない煉瓦についてはもっと以前に豊州一帯で発掘された晋代から南北朝にかけての

古代の墓の煉瓦との比較によってその年代が南朝以前であること，つまり 589 年以前であ

ることが分かる。（注 4）

南安豊州は古代の泉州地区における政治，文化の中心であり，また初期の中原移民が最

も集中していた地域である。毎年この地域一帯で発掘される古い墓で見つかる年代が記さ

れた煉瓦のうち最も早い時期の物は西晋太康五年（284 年）である。今回発掘された 28 箇

所も中原移民の墓だと断定出来る。

（二） 唐～五代の永春「楽舞伎（はやし方や踊り手）」彫刻煉瓦

2003 年，私は泉州市永春県のある収蔵家の家で，現地の壊れた古い墓で手に入れたとい

う人物彫刻の煉瓦８つを偶然見つけた。一つの踊る姿の「舞伎（踊り手）」以外は皆「楽伎

（はやし方）」で手にそれぞれ異なる楽器を持ち，吹いたり弾いたり叩いたり，いろいろな

ポーズを取っており，明らかに行進中の民間楽隊であることが判る。その他に２つの灰白

色の陶製煉瓦があり，１つは車を御して疾走する人物が彫られており，もう１つには悠然

と座って「笙を吹き鳳を招く」とばかりに笙を吹く人物が彫られている。この墓は破壊さ

れているので，墓の主人の名も具体的な年代も知る術がない。しかし，彫刻の風格や人物

の造形，楽器の種類やその流行した時期から，唐・五代の物であると確定できる。以下，

図 3 「阮咸」の彫刻がある墓の煉瓦とその拓本 図４ 南京善橋磚刻壁画「竹林七賢」の阮

咸。余甲方《挿図本中国古代音楽史》より転

載。
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これら８つの人物彫刻の煉瓦を紹介する。

（１） 琵琶を奏でる人

琵琶の棹は湾曲していて，奏でる人の目は涼やかに見開か

れている。胴は洋ナシを半分に割った形で，胸の前で横向き

に抱えて，左手の指で柱
じ

（フレット）を押さえ，右手の指で

弦を弾いている。これは敦煌の北魏時代の壁画・河南省安陽

にある隋代の張盛の墓の座して演奏する楽俑・河北省曲陽に

ある五代の墓の彩色された石の彫刻及び著名な五代南唐の

《韓熙載夜宴図》に見られる琵琶の形にそっくりである。

（２） 腰鼓を叩く人

腰鼓は魏晋時代西域から中国に伝わった。この煉瓦の腰鼓

も「両端が広がっていて，腹の部分がくびれている」物で，

北方で出土した唐代の座って演奏する楽俑の腰鼓と全く同

じである。永春の煉瓦彫刻にこの腰鼓があるということはそ

の時代が唐，五代であった

ことを証明する。宋・元以

来，腰鼓は漢族の地域では

流行らなくなったので，泉

州の南音やその他の民間音

楽で各種の鼓が多数使われ

てはいるが，ただこの腰鼓

だけがない。

（３） 排簫を吹く人

排簫は縦に並べた竹の管

を吹いて奏でる古い楽器で

ある。起源は古く，漢，魏，

隋，唐五代の出土物や敦煌の

壁画においては頻繁に見ら

れ，欠かすことの出来ない楽器だったらしい。この煉瓦の子供のはやし方は両手で排簫を

捧げ持ち口の下に当て，頭を少し傾げて吹いている。右足は前に踏み出し，左足は後ろに

蹴り上げ，やはり行進中のはやし方である。腰鼓と同様排簫も後には泉州南音やその他の

民間音楽では使われなくなった。これもまたこの煉瓦が唐・五代の物だった事の一つの証

拠と考えられそうだ。

（４） 洞簫を吹く人

図５ 琵琶を奏でる人

図６ 腰鼓を叩く人 図７ 排簫を吹く人
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洞簫はまたの名を尺八と言い，その長さが 1.8 尺であるこ

とから名付けられた。盛唐の宮廷音楽燕楽では相当重要な管

楽器だった。音楽史の研究者に拠れば，現代まで保存された

南音の洞簫は唐・宋のこの種の竹管楽器の遺物である。南音

における調音で洞簫を基準とするものを「管門」といい，こ

の楽器は南音「洞管」の主要楽器である。宋代以降も洞簫は

南音にだけ残り，その上唐代の六孔尺八の規則を留めている

のは大変貴重である。（注 5）この彫刻煉瓦は特に生き生き

としていて，子供のはやし方が両手の指を使って，洞簫の孔

を押さえている。左手の親指ははっきりしないが，どうも裏

側の孔を押さえているようだ。子供のはやし方は首をすくめ，

背中をそびやかし，胸と腹を膨らまして，唇は洞簫の上端の

吹き口に当てている。両足を開いてややしゃがみ，力いっぱ

い吹いている様子はとても可愛らしい。

（５） 小鼓を叩く人

（６） 小鼓を叩く人

図 9 小鼓を叩く人

南北朝時代には既に西域から羯鼓（両仗鼓ともいう）が中原に伝わっており，隋・唐・

五代に西域から伝わった鼓の類は更に多い。五代前蜀の王建の棺にある座して演奏する楽

図８ 洞簫を吹く人
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隊の浮き彫りだけでも，羯鼓・兆鼓・鶏婁鼓・答臘鼓・毛員鼓・都曇鼓・腰鼓・斉鼓が見

られる．永春の彫刻煉瓦には小鼓を叩く子供のはやし方が二人彫られているが，形はほと

んど同じで，鼓は左の腰の位置にあり，右手の掌で叩いていて，ばちはない。これは王建

の墓の浮き彫りにある臘鼓を叩く人にそっくりである。

（７） 小 銅鈸を打ち鳴らす人

鈸は打楽器である。唐代には“盤鈴”と呼ばれ，南

北朝時代に西域から伝わったらしい。敦煌の壁画にも

多く見られる。泉州でもよく見られる楽器で，南音・

木偶戯・民間の楽隊は皆使っている。

（８）踊る人

この人物は左手で袖を振り，右手に扇状の物を持っ

て胸元と下顎を隠している。扇なのか，何か他の演技

用の小道具なのかわからない。踊り手は両足を開いて

体をひねっている。その姿勢は他の子供のはやし方７

人とは異なる。顔を見ると明らかに大人の芸人である。

余甲方の《挿図本中国古代音楽史》によると，漢魏

以来受け継がれた角抵（すもう）・百戯や南北朝に生ま

れた故事歌は，隋・唐時代になって歌舞大曲と平行して

発展した「俳優歌舞雑奏」――散楽を形成した。この種

の歌・踊り・曲芸が一緒になった総合芸術形式は教坊楽

部の歌舞音楽とは異なる物として，「歌舞戯」と「参軍

戯」なった。所謂「参軍戯」とは物語を歌や踊りで演じ

るもので，弦楽器・管楽器・打楽器で伴奏する。隋・唐

の壁画でも楽隊の伴奏で踊り手が色々演技する場面が

見られる。永春の彫刻煉瓦はこの踊る人の彫刻があるか

ら，民間の歌舞楽隊，或いは「散楽」・「歌舞戯」・「参軍

戯」の類いの芸術形式だと判断出来る。

唐代の泉州音楽史料が欠如しているため，当時の文人

の詩文からしか知ることが出来ないが遅くとも８世紀

末には，泉州の官庁で催された宴会や娯楽活動で琴やふ

くべで作った楽器・竹製の楽器・弦楽器・管楽器・打楽

器などの演奏で宴を盛り上げていた。五代（907～960 年）になると，泉州での歌舞の盛況

振りを示す記載が更に多くなった。五代初期の泉州の統治者王延彬は南海貿易の開拓で成

功しただけでなく，多芸多才な音楽愛好家だった。

彼はあらゆる手段を尽くして北方の文芸界の人材を集め，終には「宅中声伎皆北人（自宅

図 10 小 銅鈸 を打ち鳴らす人

図 11 踊る人
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に抱えた楽人は皆北方出身だ）」となり，（注 6） この時期に中原音楽が泉州に伝わったこ

とは疑う余地がない。王延彬の後，泉州を統治したのは永春の留従效で，泉州の海外貿易

は更に盛んになった。当時の詩人は歌や踊りで太平を祝う泉州の様子を次のように描写し

ている。「かつて巧たちは多くの建物を造ったが，屋根が反り返った芝居小屋「台館」は街

中あらゆるところに造られた。今この地には戦争もなく軍隊も武器や鎧を解いて，人々は

美しい着物を着て，ここかしこで美しい音楽が奏でられる。柳腰の踊り手が爽やかな風の

ようにその芳しい香りがあたりに広がり，舞台の化粧をした役者たちはまるでお酒を飲ん

で赤くなったように美しい。庭の花や柳にどれだけの冬と春を過ごしたのか聞けば，人間

社会の栄枯盛衰も同じだとわかるだろう。」（五代詹敦仁『郡圃』）（注 7）

詩人はこの頃の泉州でははやし方達の奏でる妙なる管弦の調べを聴くことが出来るばか

りか，踊り手の見事な舞踊を観賞出来，更には化粧を施した役者の芝居も見られる事を詠

っている。今日，永春の彫刻煉瓦が発見されて，この時期の泉州における音楽の盛況振り

を証明する有力な根拠となった。当然ながら，我々は未だに王延彬が北方から招いた芸人

たちがどんな音楽を伝え，後の南音(弦管)と関係があるのかどうかを知ることは出来ないし，

留従效の時代の歌舞が後世にどう伝承されたのかを知ることも出来ない。しかし，上述の

二つの考古学的発見は各時代において，中原の移民が異なる時代の音楽を伝えた事を説明

することが出来る。五代は特殊な時代で，唐帝国崩壊後，多くの北方の音楽家や舞踊家が

南方に移り住んだ。ある者は宮廷音楽に造詣の深い芸術家であり，ある者は宮廷で芝居を

演じた役者であった。「彼等が，南方の各地を流浪することにより，もともとは長安や洛陽

で皇室や高位高官の貴人に供した芸術形式，例えば琵琶・筝・芦管・琴等の楽器演奏や法

曲演奏，西梁曲の歌唱や伝統劇が南方の人にも楽しまれるようになった。」(注 8) したがっ

て，王延彬や留従效の時代の泉州にも宮廷音楽に造詣の深い芸術家や宮廷で芝居を演じて

いた役者たちが，この地に移り住んだかもしれない。

二、泉州音楽と伝統劇の海外における上演とその普及

宋・元の時代は泉州の海外貿易の全盛期で，泉州は中国や東アジ

ア海域の海上交通の中心になった。その時期，泉州の都市文化も相

当発達し，城内には勾欄（訳者注：瓦舎に設けられた柵や幕で囲っ

た演技エリアで舞台や楽屋が備わった所もあった）・瓦舎（訳者注：

大都市に見られた商業や娯楽の中心となった場所）があり，百戯の

公演も行なわれた。趙氏宗室(南外宗正司)のように富裕な貴族は自

宅にお抱え劇団を置いた。農村で秋の収穫後に行なわれる“乞冬”

という芝居の上演活動は閩南 一 帯 で盛んに行なわれていた。(注 9)

南戯も民間の歌舞や芝居を基礎に宋の雑劇やその他の民間芸能を絶

えず取り入れ吸収して次第に成熟に向かった。(注 10) 現在，学術

界では泉州の古代音楽や伝統劇を論じる時，誰もがこの時期を最も

図 12 泉州『天源趙氏

族譜』
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重要だと認識している。例えば呉捷秋先生は小梨園戯（七子班）は当時の南外宗正司趙氏

皇族のお抱え児童劇団だったと見ている。 (注 11)最近ある研究者は南音の音楽形態が唐代

にビルマから伝わった驃国楽ではないかと指摘した。

宋が後蜀を平定した時 膘国楽 に通じた「西川楽工」を大勢連れ去り，後にそれらが泉州

に移り住んだ。後蜀の主領であった孟昶
もうちょう

は平素から音楽に熱心だったので，楽人たちは彼

を「仙化(神格化)」して，祭り礼拝を捧げた。今日でも国内海外を問わず南音の団体は依然

孟昶
もうちょう

を南音の始祖として「朗君大仙」と尊称し像を立て，春と秋に祭りを挙げる。(注 12)

この時期，泉州の音楽や伝統劇が海外とどういう関係だったかは資料が乏しく説明でき

ないが，ただ一つ『続資治通鑑長編』に以下のような記載がある。

北宋神宗熙寧八年(1075 年，高麗文宗二十九年三月)「泉州の商人傅旋が高麗の礼賓省の

招聘状を持って来て，音楽や芝居の芸人を借りたいと願い出た。朝廷はそれを許可し，既

に教坊に命じて試験をして十人を貸して良いとした。また第四部に命じて，衣装やお金が

供与され，拯（当時高麗との外交に権限のあった役人羅拯）の意によって使わされること

になった。芸人たちは練習を終えると，任務が終ったら早く戻るようとの命令を受けた。

絵師や彫刻家は高麗の使者が入朝するのを待って遣わされる。枢密院は再度進言し，朝廷

は翻って遣わすのをやめた。」（注 13）

中国宋代の高麗との貿易において，高麗へ行った商人のうち泉州の商人が最も多かった

ことを知っておくべきだろう。(注１４) 傅旋は一介の商人の身分であったが，高麗国が宋

朝廷に対し，「楽芸を借りるを乞う」使命を負ったのだ。これは実現しなかったものの，こ

こから泉州商人の文化交流において仲介役を務めていたことが見て取れる。

16 世紀になると泉州の各種の文化芸術は皆成熟期に入った。ヨーロッパの殖民者のアジ

ア進出と東アジア開放に伴って，泉州の民間の海上貿易は非常に活気づいた。大量の海上

貿易に携わる商人や移民が東南アジアや東北アジアの各地へ押し寄せたので，商業貿易活

動がもたらした各種の文化交流は，他のどの時期よりも頻繁になった。閩南 移 民 （泉州人

と漳 州 人 ）が集中した各貿易場では，どこでも彼等の公演活動を見ることが出来た。

１．海外での公演

（１） マニラ。この地の中国人の中で，布教活動していたヨーロッパのある伝道士は

1589 年 7 月 16 日付けの手紙に，彼が見た書籍の多くが脚本であったこと，ま

た芝居の衣装が色とりどりで華やかだったことを記し，「芝居の大部分は大声で

歌う唱と感情を表現する仕草で演じられた。」と書いている。もう一人の伝道士

はこれらの芝居は毎年正月や年中行事で上演されると言っている。

（２） ジャワ。1603－1605 年，バンドンの英国商館に赴任していたある英国人の話

では，この地の中国人は芝居や歌が好きだったようだ。彼等は芝居を神事とし

て行なった。「中国から船が出航すると聞けば，すぐ芝居をし，船がバンドンに
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着いた時，バンドンを出航する時も同様に芝居を行なう。」1612 年 12 月 28 日，

中国の商人がバンドンの英国船船長や商人を宴会に招いた時も，「宴席の舞台で

中国人役者がにぎやかな芝居を披露した」。

（３） バタヴィア（ジャカルタ）。ある

目撃者は 1659 年に中国人がど

のようにして新年を祝ったかこ

う書いている。「家の前に大きな

舞台を作る者もある。ちょうど

我国の喜劇役者のような様子で，

面白おかしく歴史上の有名な人

物に扮装し，必要に応じてとっ

ぴで奇妙な動作やポーズを見せ，

道化のいろいろな軽業やおふざけで笑わせる。年中行事には，多くは正月にこ

のような喜劇を演じ，主に夜から明け方に上演する。」

更に興味深いのは 8 月から 9 月，つまり中国の農暦(旧暦)の７・8 月，ちょ

うど“鬼節”の期間（泉州では俗に普度というが，仏教のお盆，道教の中元節

に当たる），バタヴィアでは百あまりの芝居が上演され，土地神を祭る。これは

正に泉州の伝統的習俗で，この二ヶ月間は泉州市内の 36 の鋪境（訳者注：清

代に確立した行政区の名称）がそれぞれ日を決めて順番に二度ずつ普度（済度）

の祭祀を行なう。どの鋪境も普度を行う時は広い場所に一つ或いは幾つかの舞

台を設置して劇団を雇って夜通し芝居を上演するので，その賑やさは格別だ。

このような習俗も東南アジアに伝わったようだ。また上述の地域の中国人は閩

南人が多い。

図 14 『泉南卿田犬氏族譜』こ
の家系では冬至に先祖
を祭る時，必ず梨園戯
の劇団を招いて芝居を
上演しなければならな
い。

図 15 1900 年ごろ撮影されたシンガポー
ルの中国系街頭芝居（俗に大戯と呼
ぶ）の写真。この地域の中国人は閩
南人が多数を占める。街頭芝居は初
期の中国系移民の重要な娯楽活動で
あり，神に捧げる主要な儀式の一つ
でもあった。

図 13 泉州の村では宗教行事があると

必ず伝統劇が上演される
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（４） タイ。1685 年，シャムの朝廷へ派遣されたフランスの外交官は，シャムの役者

はある者は Cantom(広東の事らしい)，ある者は Chincheo（泉州の事らしい）

の出身だ。後者の演技はより華やかで厳かだ。と言っている。しかし，彼は舞

台の動作がかなりゆっくりしていると感じたようだ。

（５） 長崎。杭州人汪鵬は 1764 年日本で唯一外国の商人の出入りを許していた港，

長崎を訪れた。この地の「唐館」には閩南 人 が建てた廟があり，祭った守護神

も戯神（芝居の神）「田相公」（即ち「田都元帥」）だった。汪鵬の『袖海編』に

は 1762 年にこの地で起こった事件についての記述がある。「閩人 同 士 の間で内

輪もめ有り，鳴り物を鳴らして大勢集まり，不測の事態を招きそうだったので，

役所に訴え，つかまえて取り調べた。昼間梨園を教えたり習ったりしている者

はこれを追放し，その廟も壊した。」これは閩南 の伝統劇が長崎の唐館でも流行

った事を証明している。（注 15）

（６） 琉球。1988 年沖縄で開催された「中国琉球交流史学術研究討論会」に出席した

時，論文で明代万歴末年興化の人姚旅の『露書』の一節を引用した。（注 16）

「琉球国で良く演じられる芝居は，その多くは閩人 の劇団が演じた。宮廷の女

性たちも中国の音楽や芝居が好きで，演奏される時は必ず御簾からこっそり覗

き見た。朝廷からの使者をもてなす宴では長史は跪づいて所望の演目を伺った

が典雅演目は避けて，『拝月』『西廂』『買臙脂』の類いは演じられない。また，

岳武穆破金・班定遠破慮も嫌われた。ただ『姜詩』『王祥』『荊釵』のような演

目が良く演じられ，皆感心して中国の人は貞節で孝行心が厚いなどという。」（注

17）泉州と琉球の歴史関係やこの書物で，「不演（演じない）」或いは「以為嫌

（嫌われている）」また「所常演（よくに演じるところの）」と言われている全

ての演目が梨園戯として保存されている事から，琉球へ渡って演じられたのは

泉州の梨園戯だったと判断できる。しかし，この姚旅の記述にはまだ疑わしい

ところがあった。と言うのは，彼はこれらの事柄を実際に見たのか，或いは根

拠があるのか説明していないし，琉球の文献には相応する記載が何も見当たら

ないのだ。後に，謝傑の『琉球録撮要補遺』の中でほとんど同じ記述が発見さ

れ，（注 18） この疑問は終に解消した。謝傑は明の万歴７年（1579 年）琉球

使団の副使（行人）に封じられていたので，彼が琉球でこのような芝居を見た

可能性は当然十分ある。姚旅の記述は明らかに謝傑の文章を引き写した物で，

内容はおおかた変わっていない。ただ「宴天使（朝廷の使者をもてなす宴では）」

の三文字を加えて，こういう場面で演じられるということを強調している。謝

傑の文章の最後は「琉球人が物語の内容を尋ねて知ると，中国人は貞節で孝行

心が厚いと言って感心した。」となっている。姚旅が「夷詢知（琉球人が物語の

内容をたずねて知ると）」の三文字を削ったのは適当ではなかった。この琉球の

人が物語りについて訪ねたからこそ「中国人は貞節で孝行心が厚いと感心した」
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のだから。更に考証すべきはこれらの演目がどの程度「所常演（よく演じると

ころの）」だったかである。明代初頭の 1730 年から泉州は朝廷からただ琉球に

限定して往来を許され，この種の関係は 1472 年市舶司が福州に移されるまで

続いた。両地の密接な関係は次に述べる事柄にも顕著に現れている。15 世紀前

半の琉球尚巴志時代（1422‐1439 年），浦添ようどれ王陵の修復が行われた時，

歴代王族の遺骨を納めた石 櫉 は泉州の青石（輝緑岩）で造られた。その上彫刻

のパターンや花・鳥・動物の図案が皆泉州に現存する文物と同じなのだ。（注

19）これは泉州で製作してから沖縄に運んだと思われる。そして 16 世紀後半

に至り泉州と琉球の蜜月時代は終ったが，一世紀にも及ぶ長期間の影響は依然

として存在し，宮廷でこれら梨園戯の演目が良く演じられた可能性は十分であ

る。これらは深く親しまれ愛されしかも人々を感化したので，琉球の音楽や演

劇に何らかの影響を及ぼしたに違いない。

２．海外への普及

以上はほんの細々
こまごま

とした資料にしか過ぎないが，泉州の東南アジア海域における伝統劇

の上演活動が非常に活発であった事を十分に物語っている。泉州の南音・梨園戯・傀儡戯

は最終的に東南アジアの中国人社会と中国の台湾に伝わり，それが海外移民と直接的関係

があることを事実が証明している。

（１） 南音

台湾の大陸からの移民はほとんどが閩南 人 である。王耀華・劉春曙の考証に拠れば 1962

年鄭成功が軍を率いて台湾を回復した後，南音は閩南 移 民 と共に台湾に伝わり，更に閩南

人の集中した町や村に広がった。民間の南音団体（即ち南管社館）が相次いで生まれ，20

世紀初頭に全盛期を迎えた。その中でも鹿港と台南の団体が最も活発だった。

南音もまた東南アジアの中国人社会に伝わったが，その時期については更に考証が必要

だ。フィリピンの泉州人は中国人総数の７５％以上を占めるので弦管団体の数が最も多く

それらのほとんどが 20 世紀に成立した。シンガポールで最も古い弦管団体は「横雲閣」で

19 世紀末の創立である。1940 年に成立した「湘霊音楽舎」は現在シンガポールの主要な弦

管団体である。マレーシアで最も古い南音団体は 1887 年に成立した「仁和公所」である。

インドネシアにもかつては多くの南音団体があったが，政局の変化により解散させられた。

最近の 20 年で再びゆっくりと活動を回復している。このほかビルマやタイの閩南 籍 の中国

人の中には南音の愛好者が少なくない。（注 20）

（２） 梨園戯。

連横の『台湾通史』に記載に拠れば台湾の演劇「七子班は古梨園の決りに則って唱も台

詞も泉州の言葉を使い，演じられるのは男女間の恋愛の歓びや悲しみ，出会いや別れであ

った。」（注 21） 「七子班」は泉州の「小梨園」のことで，清代に台湾に伝わった。

東南アジアの閩南 居 住 区 で演じられたのは主に梨園戯であったはずだ。このことは漳 州
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人王大海の『海島逸志』（1791 年序）におけるジャワ島の演劇活動の描写からも知る事がで

きる。彼の記すところではこの地の「賭棚（賭博場）はカピタン（商館長）が仕切ってい

て毎年利益の一割がオランダに税金として納められた。毎日芝居が上演された。（カピタン

や金持ちは原住民の下女を雇い漳 州 や泉州の芸人を招いて音楽や芝居を教え，稼ぎの種に

した。官音乱弾と泉腔下南の二つのグループがあり，衣装や楽器は中国から運んだ。）年越

の時は夜通し演じられたので，多くの賭博士が集まった。」（注 22） この中の「泉腔下南」

は梨園戯の「下南」戯を指す。「泉腔」とは泉州の方言で歌われたという意味である。

王大海が目撃した状況は非常に重要である。ジャワの中国人カピタン（漳 州 や泉州出身

者が多い）や金持ちは現地の女子を買い上げて役者にし，更にわざわざ漳 州 や泉州の芸人

を招いて中国の芝居を教えて上演させ，しかもこれらは既に賭博場で公演する常駐の劇団

として稼ぐ金のなる木となっていたのだ。中国人の役者から現地の役者へと変わり，しか

も「泉腔」を覚えさせて上演する。これは確かに相当具体的な普及の過程である。

（３） 木偶戯。

梨園戯がその後ジャワの現地人役者に継承されたかどうかわからないが，2002 年 12 月

私がインドネシアで調査した時ジャワ島のトゥバンの関聖廟で明らかに閩南 から伝わった

とわかる布袋戯（指人形劇）を見た。廟の前の広場に舞台があり，固定された客席もあっ

て，毎日 2 時半に上演する。廟の人形劇団 6 人のレギュラーは皆現地のインドネシア人だ。

芝居は単純で素朴ではあるが舞台・人形・楽器・演技・演目は皆 閩南 の布袋戯と同じであ

る。インドネシア語で演じられ時々閩南 語が混じる。この日の演目は『五虎平四』で，こ

れは正に閩南 布 袋戯 の伝統演目の一つだ。残念な事に時間が無く，数枚の写真を撮っただ

けで細かい調査は出来なかった。

図 16 インドネシア トゥバンの関聖廟の布袋戯公演

布袋戯と傀儡戯（糸操り人形劇）も清代に台湾に伝わった。傀儡戯は普段は演じられず，

寺や廟の落成の時や厄除けの儀式の時に招かれて演じる。迷信の要素が色濃い。その上，

台湾では胎児の成育に悪い影響があるとされ妊婦は見る事を禁じられたので次第に衰えた。

ただ布袋戯はとても人気がありしかも絶えず発展して1958年の調査では台湾全土の布袋戯

の劇団数は 188 にも登った。今日に至るまで台湾の芸人の間では布袋戯は約 300 年前に泉

州の書生梁炳麟が創作したと言い伝えられている。清代末に数名の人並みはずれた技芸を



- 14 -

持つ泉州の師匠が台湾に赴き芸を伝え，台湾の布袋戯芸術は更に向上した。継承の過程で

台湾の布袋戯は変化し，文戯（唱を中心とする芝居）に取って代わって武戯（立ち回りを

中心とする芝居）が主な演目になり，台湾独自の風格を備えていった。（注 23）

（４） 戯文故事（訳者注：南戯の物語）。

王国維の『宋元戯曲史』は中国の伝統劇の中で 18－19 世紀に外国語に翻訳されたのは『趙

氏孤児』『漢宮秋』など 30 種で，皆元の雑劇演目であると述べている。（注 24） 南戯にい

たっては未だ外国語への翻訳の有無は不明だ。インドネシアには早くからマレー語に訳さ

れた中国語の脚本がある。私が見たのは『王宝釧』『花木蘭』『岳飛家属』の三種だけであ

るが，南戯の脚本が無いとは断言できない。しかし，明清時期に発行された梨園戯の脚本

や南音の曲本はヨーロッパや日本にいくらか保存されていて，今日の戯曲史研究の貴重な

資料となっている。その中でも著名なのは明代嘉靖刊本『茘鏡記』（即ち『陳三五娘』の初

印本）や 2003 年に改めて影印出版された『明 刊 閩南 戯 曲 弦 管 選本 三 種 』などである。

図 17 インドネシアのマレー語訳中国演劇脚本

興味深い事に 20 世紀 20 年代，日本の著名な作家佐藤春夫は泉州でも最もポピュラーな

梨園戯の伝統演目『茘鏡記』（即ち『陳三五娘』）の内容に基いて短篇小説『星』を書いた。

（注 25）『茘鏡記』のあらすじを述べておく。泉州の人陳三は広南へ役人として赴任する兄

と兄嫁を送って行く途中潮州を通りかかる。ちょうど元宵節（小正月）であったので，提

灯祭りを見に行きそこで美しい乙女黄五娘に出会い，互いに心を寄せ合う。ところが地元

の富豪林大も提灯の下で五娘を見てその美貌に惹かれて仲人を立てて縁組を申し出，黄家

もそれを受け入れた。その年の 6 月，五娘はお付の小間使い益春と共に楼閣に登り夕涼み

していると，ちょうど陳三が馬で通りかかった。五娘はそれが提灯の下で会った人だと判

るとハンカチに茘枝を包んでそれを下へ投げた。陳三ははそれを拾い，五娘も自分に思い
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を寄せていると知る。五娘に近づくため鏡を磨く職人に成りすました陳三は黄家の屋敷に

入り，わざと黄家の宝の鏡を割り，償いに下男として三年仕える事になった。黄家に仕え

る間，益春の細やかな取り持ちで何度か逢引を繰り返し，何度かの曲折も経て，最後には

三人は共に家出して泉州へ向かった。しかし思いがけなく潮州の長官が兵を遣わし，陳三

を捉え崖州への流刑に処した。五娘と益春は泣く泣く見送る。ところが崖州への途上偶然

兄に会う。兄は陳三の愚行を責めたが，幸い兄嫁がとりなして，兄は海豊県の県令に命じ

て黄家に結納を届けさせ，黄色の父も結婚を許した。そこで陳三と五娘はその義姉の取り

持ちで，相思相愛の二人が晴れて夫婦になった。

佐藤春夫の小説では主人公が同じで物語も大体同じではあるが，既に多くの改作が加わ

っている。また，泉州の民間も加えられ，全く新しい創作作品になっていると言える。例

えば，

① 梨園戯『陳三五娘』は明代以来絶えず変化し，芸人たちに受け継がれる中で全部で

22 幕の芝居になった。小説は 55 折あり，しかも冒頭で陳家を泉州の近く英内という

所の富豪の家と言っている。実際のところ英内は泉州府安南県の小さな村で洪とい

う姓の一族が集まって暮らしている。代々の伝説に拠れば陳三は泉州城外の朋山嶺

の人で，その距離はかなり遠いからこの設定は全くのフィクションである。

② 小説と芝居の最も大きな違いは，作者が陳三を星が全てを決めると信じる運命論者

として描いているところだ。陳三は空に自分の宿命の星を見つけるや，跪いてこう

言った。「どうぞ私の星よ。私に世の中で一ばん美しい娘をが私の妻として授けてく

ださい。又，その妻の腹に宿って出来る私の男の子を世の中で一番えらい人になら

せてください！」そしてこれがこの小説の一貫したテーマになっている。陳三が五

娘と益春と共に駆け落ちしてからは，この二人の美女もまた自分たちがあの陳三の

星の傍らに輝く二つの星だと信じ，「どうぞ私の星よ。私が私の夫によって生涯深く

愛せられるように私をお守りください。」と祈るのだった。最後は陳三と五娘が二人

とも井戸に身を投げて死に，同時にこの二つの星も落ちてしまう。正に天が運命を

支配し，一切変えることは出来ないという運命論に従ったのだ。芝居に描かれた現

実社会にあって伝統的な倫理や道徳の束縛を振り切って勇敢に愛情を求める若い男

女の物語からは明らかにかけ離れている。

③ 芝居はハッピーエンドなのに，小説は陳三と五娘が二人とも井戸に身を投げたため

に悲劇になっている。作者はきっと民間伝説の幾つかの要素を取り入れてこのよう

な仕上げをしたのだろう。結末部分でも無理矢理明末清初の著名な人物洪承疇を陳

三と益春の忘れ形見という事にし，陳三が運命の星にかけた息子を「世の中で一番

えらい人にならせてください。」という願いを叶えたのだが，実際はかなり無理があ

る。もし 1566 年版の『茘鏡記』が現存する最も古い版であり，しかも更に古いとさ

れる『茘枝記』の修訂本だとするなら，（注 26） 明末清初から丸一世紀も昔の事に



- 16 -

なってしまう。まして陳三と五娘の物語は宋代に起こった可能性さえある。

小説が芝居と異なるもう一つの点は作者が多くの紙面を割いて五娘と益春がどのように

して美を競い合い，嫉妬しあったかを描いた事だ。その結果，五娘は神経質で愚痴っぽく

なり陳三はそれを疎み，ますます益春に惹かれていった。五娘は陳三の本当の気持ちを試

すために井戸に身を投げる振りをするのだが，それが終には二人とも身を投げて死んでし

まうという禍を引き起こした。

『陳三五娘』という芝居の物語を基に書かれた短篇小説『星』は，形式や内容にかなり

異なる所があるものの，私はそこからもう一つの問題に思い至る。歴史の流れの中で芝居

の筋書きが伝えられる過程では，異なる文化的背景の下で新たに創作され，最終的にはそ

れぞれの民族的特長や鑑賞の習慣に合った芸術作品になりうる。私たちが伝統劇の物語の

異同を発見する時，そこには伝達――吸収――新たな構想と創作という過程が存在するの

かもしれない。
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