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はじめに 

筆者は拙稿「紹興古典演劇探訪」の中で、2009 年 8 月中旬に紹興市越城区湖塘鎮栖鳧村の古

舞台で目睹した古典地方劇の上演の様子についてその概要を述べた
1
。栖鳧村を訪れたのは、

事前の調査で存在を確認していた同村社廟内の戯台を撮影するのが目的であったが、詳細な地

図はなく、不案内な土地での一人旅で、とにかく現地にたどり着けるかどうかも保証のないよ

うな状態であった。ところが、当日は全くの偶然から地元の私設劇団による越劇の上演に遭遇

し、しかもその実演の状況をビデオカメラに収録できたのである。地方劇は中国の伝統古典芸

能の中でも も重要な位置にあり、各地で公営・私営の劇団が盛んに活動しているが、今日日

常的に芝居が上演されるのは都市部ないし近郊地区であって、上演の場は近代的な設備が整い、

大勢の観客を収容できる大規模劇場に偏っている。一方、郷村部では昔ながらの野外舞台での

上演が普通で、もちろん日常的な興行が成立するというわけにはいかないから、季節ごとの宗

教的祭祀や特別な慶祝の行事以外はさほど頻繁に芝居はかからない。まして、紹興市が位置す

る長江下流一帯は高温多湿の気候で知られ、夏の酷暑では中国全土でも指折りの地域である。

炎天下に野外での演劇上演は観客にとっても役者にとっても非常に辛いので、この季節は芝居
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の実演に巡り会うチャンスはほとんどないといってよい。 

従って今回のことは筆者にとってこの上もない幸運であったが、残念なことに同日の夕刻に

紹興市を離れ寧波市へ向かう日程が決まっており、宿泊先も既に引き払ってしまっていた。芝

居の上演は午後一時半過ぎからで、ビデオ映像に収めたのは三時間余りであるが、結局全編を

収録し終わらないままにその場を離れることになった。今にして思い返せば千載一遇の好機、

何とかして予定を一日繰り延べにしてでも留まるべきであったと後悔しきりである。 

 

当日の出し物は越劇「趙文華献妻」、これは開演時に舞台横に掲げられた黒板に記された文

字から判ったものである。筆者にとっては初めて耳にする演題で、勿論物語の筋については知

るところがなかったが、ただ趙文華は明嘉靖年間に実在した人物で、明後期以降に書かれた歴

史劇・通俗小説の類ではしばしば目にする馴染み深い名である。後述するように、この趙文華

は第一級の悪役として知られる人物なので、逆にこの芝居には非常に興味がわいたのだが、何

しろ相手は粗筋も知らない南方地方劇である。越劇の言葉は歌曲も台詞も紹興南部の新昌・嵊

州地方の方言を基本としていて、聞き取りが先ず以て困難を極める。古典劇の歌詞はその地方

独特の音楽に乗せて歌われ、音声もほとんど方言音のままなので、ただでさえ修辞的で難解な

語の多い曲詞が更に難しくなるためである。そのため、 近では、越劇を含めた古典地方劇が

上演される時には、舞台袖にあらかじめ電光掲示板が設置され、歌曲の部分は文句が漢字で表

示されることが多い。ところが、この日の舞台を演じたのは俳優、楽隊などを合わせても総勢

十二、三人という小規模な劇団で、電光掲示板などの用意もない。拡声用の機器も性能が悪く

て音は割れ気味だったし、上演中も舞台の周りでは観衆の遠慮のない私語が間断なく飛び交い、

歌詞のどころか粗筋の理解すら手探りという状態であった。 

越劇は、全般的にやや停滞気味な古典演劇の中では京劇と並んで現在 も勢いがある。こと

に紹興を含む江南一帯の地域では、古色蒼然たる崑劇に取って代わり伝統劇の主役となり、場

所によっては京劇をも凌ぐ人気を誇っている。そうした勢力拡大の傾向を受けて、近年音楽や

台詞に幾度も改良が加えられ、歌詞も北方音を取り入れて以前よりはるかに解りやすくなって

いる。とは言っても、やはり音楽にしろ、台詞にしろ、演技にしろ、古典劇の伝統的な格調美

を表現するための常套は守られており、これを堪能するにはかなりの予備知識と古典について

の教養が必要である。筆者のような南方方言に知識に乏しい素人が、字幕無しの歌曲や役者の

仕草だけで理解できるほど易しい代物ではない。 

 

「趙文華献妻」劇について、その概要がある程度判ってきたのは、9 月末の帰国後に文献や

映像などの参考資料に当たり調査を進めてからのことであるが、多くの点で非常に興味深い作
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品であることが判ってきた。この劇は発表から 30 年ほどが経過したばかりだから、新作と呼ん

でもいいほど新しい作品なのだが、内容的には地方演劇が古くから主要な演目としてきた歴史

物語の伝統的な体裁をよく備えている。特に、劇中人物にまつわる虚と実…歴史と伝説の巧妙

な配合が、荒唐無稽をして時に史実よりも真実を語らしめるという、中国の民間芸能特有の性

格を見事に表していると考える。 

以下、越劇「趙文華献妻」の物語構成と人物形象に焦点を当てながら、伝統古典演劇が持つ

共通の特徴について私見を述べたい。 

 

1. 趙文華の実像と虚像 

1.1 史実・逸話に語られる事績と人物 

劇中人物の趙文華に言及するには、先ず以て実在の人物の事績、および彼が官界に登場した

嘉靖年間の社会状況について多少とも触れておかねばならない。明代以降の通俗文芸作品の中

に見える趙文華説話は、総体としては史実に依拠しているので、個々のエピソードに関する史

実との比較対照は当然ながら重要な意味を持っている。一言に歴史書と言っても『明史』『明

實録』といった公式なものから、同時代に生きた文人達が残した私的な記録まで様々であり、

特に後者においては同一人物に関する記述内容が相互に大きく異なる場合も珍しくない。ただ、

今日目にすることのできる趙文華の事績に関する記述は、公的・私的にかかわらずほぼ一貫し

ており、浮かび上がる人物像もほぼ同一と言ってよいほど差がない。恐らくこれは、趙文華と

いう人物に対する社会的評価が、彼の死後間もなく固定化されていたことの証であろう。 

こうした社会的ないし歴史的評価を事細かく詮索することは、固より本稿のめざすところで

はない。本稿の趣旨は、あくまで通俗文学作品に描かれた趙文華に関連するエピソードと史実

との関連を解明することにある。ただ、以下に述べる小説や戯曲に語られるストーリーやモチ

ーフには文華の履歴が総体として関連しているので、ここでは史書に記される彼の事績につい

てやや細かく見てみたい。従って、場合によっては文芸作品における趙文華とは必ずしも直接

結びつかない内容にも渡ることを予め断っておかなければならない。 

 

趙文華（？～1557 年）は浙江慈渓の人、字は元質、号は梅林、嘉靖 8 年（1529 年）の進士で、

『明史』巻 308「奸臣」に厳嵩・世蕃父子や鄢懋卿と共に名を連ねている（因みに、この年の

合格者の中には「嘉靖八才子」の一に数えられ、『寶劍記』伝奇の作者として知られる劇作家

李開先が同じ第二甲進士出身に名を載せる）。嘉靖朝、特に中期は奸官による贈賄・収賄が横

行したが、朝廷の中枢にあって政治に関心を失った帝に代わり約 20 年にわたり政界を専断した

のが厳嵩・世蕃父子である。厳嵩は自らの一族や息のかかった腹心を要職に就けて身の安全を
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図り、朝政の腐敗を憂えて厳一派の糾弾を試みた多くの義士・勇将・清官を次々に誣告によっ

て陥れるなど、その横暴は著しいものがあった。近世以降の朝廷にあって倨傲を極めて国を誤

り、後世民衆から怨嗟の的となった権臣は数多くいるが、厳嵩は恐らく北宋末期に「売国奴」

として万人の痛罵を浴びた秦檜と並んでその たるものであろう。 

趙文華はその腹心の筆頭ともいえる人物である。進士合格以前から厳嵩に才を認められ親子

の契りまで結ぶほど親しく、厳嵩が政治の実権を握るやその幕僚として官界で頭角を現した。

当然ながら厳嵩の信は篤く、その推挙を得て官位は刑部主事を皮切りに高官を歴任、後に工部

尚書や太子太保にまで昇った。中でも、厳嵩が敵対する勢力を押さえ込むため、文華を通政使

（弾劾の上奏文を受理する職位）に抜擢して自らの保身を図ったことは特筆すべきことと言え

よう
2
。厳・趙は政治の実務能力は決して高くはなかったが、朝廷内部での権力への執着は強

く、利害が衝突する勢力に対する抑圧は真に強硬且つ苛烈であった。このことが国の内外を問

わず、嘉靖期明王朝の政治的混乱を招いたことは多くの資料が物語るところである。 

中央にあって趙文華が主として当たった任は、当時江南沿海地域にしばしば出没し、各地に

甚大な被害をもたらしていた海賊倭寇の鎮圧であった。もともと趙文華は軍事・用兵に関して

は無能であり、対倭寇防衛戦の施策では殆んど功績らしいものはない。にもかかわらずどうに

か外交的な均衡を保っていられたのは、専ら愛国心と忠誠心に燃え、命を賭して警備に当たっ

た武官の懸命な働きによるものであった。ところが、趙文華がこれらの武官たちに対してとっ

た行動は陰険極まりなかった。 

嘉靖 34 年（1555 年）浙江省嘉興県王江涇に倭寇の一団が襲来した際、その鎮圧の指揮を執

ったのは兵部尚書兼浙江総督の張経と浙江巡撫の李天寵であり、二人の奮戦によってこの戦闘

は大勝利を挙げることができた。厳嵩は自らの側近である趙文華を監視役として派遣していた

のだが、軍略・兵法に疎いにもかかわらず権勢を笠に着て勝手な振る舞いを始め、実務にまで

口を挟むようになった。張経と李天寵は全く取り合わずこれを無視したため、腹を立てた趙文

華は一連の戦果を全て自らの配下であった胡宗憲の手柄として嘉靖帝に奏上する一方、張・李

を事実無根の罪をでっち上げて弾劾し、総督の地位を胡宗憲に取って代わらせる。和冦鎮圧の

任が解かれた後も、趙文華は執拗に張・李の罪過を吹聴し、 後には二人を刑死に追い込んだ

のである。 

張・李の他、厳嵩・趙文華一派の専横により弾圧・収監の憂き目にあった官は百名を下らな

かったとされる
3
。その中には、死を賭して厳嵩父子の大罪を上訴するも容れられず、逆に罪

に問われて市中において処刑された楊継盛や、剛直を以て知られ、倭寇討伐に大功を成しなが

ら同じく刑死した王抒（明朝古文辞派の領袖王世貞の父）らがあり、彼らの死は天下の民の均

しく嘆き悲しむところであった
4
。 
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時の権力者に威を借りて中央政界に跳梁跋扈した趙文華は、その人となりも「性傾狡」と評

されるように頗る鄙俗かつ厚顔無恥であったとされる。上記『明史』「奸臣」には、ある時文

華自ら嘉靖帝に取り入るため名酒を献上した際、無断で厳嵩の名を引き合いに出し、これに激

怒した厳嵩が問い詰めると文華は叩首涕泣して許しを請い、嵩の妻に賄を送って懇願した事が

載せられている。帝の寵愛をあつめて高官に登ってから後は日に日に高慢になり、時として帝

自身に対しても様々な無礼を働くこともあったが、後宮改修用の公金を横領して自らの屋敷を

新築したことが発覚して帝の逆鱗に触れ、遂に官を解かれる。厳嵩の必死の擁護も甲斐なく、

文華は死罪こそ免れたものの平民に黜けられ、長子は辺境の防衛に当たらされる。ほどなくし

て文華自身は絶望の末自ら腹を裂いて果てた。文華の死後、生前の十万余両の公金横領が発覚

し、残された親族がこれを償還し続けたが四半世紀経過しても、弁済額は半分にも達しなかっ

た。 

 

以上が、『明史』における趙文華の履歴の概要である。正史の記述として些か悪行の羅列に

傾きすぎる嫌い無しとせず、記述にも部分的に多少の誇張があるように見えるが、それでも公

私両面でこれほどまで十全に唾棄すべき性格を備えた人物も稀ではあるまいか。無論、市井で

の評判は甚だ芳しくない。死後その罪過を話柄とし、多少の誇張を交えた多くの伝説・逸話が

語り継がれたのも無理からぬ事であろう。のみならず、趙文華が生前犯した悪行のために、そ

の後裔たちにまで何世代にもわたって累が及んだという記録が残っている。清・袁枚『子不語』

巻 10 には「趙文華在陰司説情」と題する逸話を載せる。粗筋は以下の通りである
5
。 

  

杭州の人趙京が、ある日弟の妻の女中と密通し子供を身籠らせ、その罪を弟になすりつけた。

弟は抗弁の余地もなく無念のまま縊死して果てた。二年後京の父の誕生祝いの席で京と女中は

突然昏倒し、一夜して息を吹き返した。周囲の者がその間のことを尋ねると、京は夢で冥府へ

引き立てられ死罪を言い渡されるところを、趙尚書（文華）の取り成しで罪一等を減じ、今生

に送り返されたという。皆これを訝って長老たちに尋ねると、趙文華は七代先祖であったが、

生前厳嵩におもねったことを子孫たちが恥とし、代々伝えなかったためその経緯を知る者がい

なくなっていたということであった。 

 

更に時代が下って、清末光緒年間に杭州の徐珂が撰した『清稗類鈔』は清朝一代の様々な逸

話・伝聞を収録した書であるが、その「獄訟類」第三冊中に「何晴巖游戲判案」と題する一文

がある。物語の大筋は次の通りである
6
。 
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明朝の悪名高き奸官趙文華は寧波府慈渓県の人であったが、その子孫はなかなかに繁盛し、

時には官吏の名簿に名を連ねる者もいた。趙甲はその一人であり、もともと馬売りを生業とす

る商人であったが、その後金銭で同知の官職を買い、しばしば県の役所に出入りするなど慈渓

県では幅を利かせ、紳士を自称していた。 

ある日、某村が芝居の一座を呼び寄せ、祭り好きの趙甲も小屋に観劇に訪れた。たまたま上

演されたのは『鳴鳳記』で、劇中で趙文華を演じた役者が厳嵩を義父とする場面ではその卑賤

醜悪の様は真に迫って生き生きとし、満場の観衆は声高に喝采した。趙甲はこの情景を目にし

て烈火の如く怒り、自身の先祖が侮辱されたことへの恨みを晴らそうとした。あくる日、趙甲

は人を雇って一座の役者全員を捉え、県の役所に引き立て（当時慈渓県は慈城の管轄であった）

県令に厳重な処分を求めた。当時慈渓県の県令は開封の人で頭脳明晰な何晴巌、平素から趙甲

の勢力を笠に着た行いを苦々しく思いながらこれを懲らす術がなかった。このたびの趙甲の勝

手な振舞いは願ってもない好機とばかり、心中一計を案じると、笑顔で趙甲に言った「この役

者どもめ、貴殿の先祖の名を汚すとは真に怪しからんやつである。必ず厳罰に処さなければな

らない。この役者に枷を嵌めて衆生に晒し罪を問おうと思うがどうだ？」趙甲すぐさま県令に

「ご明察です」と礼を述べた。 

何県令は早速お白洲に上がり、役者たち全員を裁きの場に引き立てると、まず趙文華を演じ

た役者に命じてその役の通りの装束を身にまとわせ、官帽を被らせた上で、官服紗帽の役者に

大きな鉄の首枷を嵌めさせた。何県令は筆を執って枷の上に「明朝亡国の奸臣趙文華一名、枷

をつけ衆生に晒す」と大書した。その上で人を差し向け、趙氏の宗祠の門前で三月にわたって

芝居を演じさせることにした。初日、人々はあちこちを巡り「亡国の奸臣趙文華が晒し者にな

るぞ」とふれて回った。趙家の宗祠の門前は黒山の人だかりとなり、芝居上演の時よりもにぎ

やかな様子、趙甲は恥ずかしさに耐えられず、やむなく役者たちの釈放を願い出た
7
。 

 

因みに『鳴鳳記』は明無名氏（一説に前出王世貞あるいはその門下生の作とされる）の手に

なる全 41 齣の崑劇で、明・毛晋編『六十種曲』に収められる。厳嵩一派の横暴に抗って命を落

とした夏言・楊継盛・曾銑ら忠臣の仇を討つべく立ち上がった若き憂国の士が、悪戦苦闘の末

宿願を果たすまでを描いた歴史劇で、このテーマを扱った古典演劇の中では も早くに世に出、

また もよく知られる一作である。 

『子不語』の方は 初から作り話だから仕方ないとしても、『清稗類鈔』は詳細な描写入り

でいかにも尤もらしく書かれている。この書は趙文華の死から約 300 年後に書かれた本だから、

もしこれが本当だとすると、文華本人が亡くなって 300 年もの間、その末裔たちはこのような

醜聞が伝わる中、平然と故郷に住み続けていたことになる。そもそも『清稗類鈔』という書は、
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著録された個々の話に原典の出処が全く記されない、資料価値の甚だ低い伝聞集であって、し

たがってこの話も根拠薄弱ではあるのだが、それにしてもこんな伝説がまことしやかに語られ

ていること自体、趙一族にとって真に不名誉なことに違いあるまい。地縁血縁を重んじる中国

社会においては、祖先の残した汚名は容易に払拭できないという現実が思い知らされる。『子

不語』の話にある通り、故郷から遠く離れた杭州に移り住んだ子孫達にしてみれば、同郷人の

恥辱を背負った人物に触れたがらなかったのは人情の当然であろう。 

 

では、こうした史書・伝聞をもとに生成される通俗文芸作品ではどうであろうか。趙文華に

まつわる逸話・伝聞は、厳嵩・厳世蕃らが朝廷から一掃されて間もなく、時期的には 16 世紀後

半の嘉靖末期から、数多くの文人たちが随筆・筆記類に書き留めている。さらに万暦年間以降

になると、この時代の出来事を実名入りで戯曲や小説などの文学作品に取り上げる作家も現れ

てくる。嘉靖帝在世の間はさすがに直接政事にわたる中味に言及することは憚られたであろう

が、上記『鳴鳳記』は次の隆慶年間から万暦年間初期には成立していたと考えられることから

8
、厳嵩一派とその対抗勢力の抗争というテーマは、異例ともいえるほど早い時期から文学作品

に翻案されたことになる。時代が下って清代に至ってからも、『鳴鳳記』と同題材の戯曲や小

説が陸続と世に出たことは、この政争がすでに通俗文学作品の定番となっていたことを物語っ

ている。 

次節では、これら通俗文芸作品に描かれた趙文華のイメージと、それが清代中期以降に発展

する地方劇にどのような形で反映されているかを、実例に沿って見てみたい。 

 

1.2 清代以降の通俗文芸が語る趙文華にまつわるエピソード 

前章で挙げた『鳴鳳記』に続いて、嘉靖帝治世下の政治抗争を主題として書かれた戯曲には、

『續金瓶梅』の作者として著名な丁耀亢撰と伝えられる『表忠記』（正式な名は「楊忠慰蜘蛇

胆表忠記」、別名で「蜘蛇胆」とも称する）がある
9
。『表忠記』が著されたのは『鳴鳳記』

が世に出てから 90 年ほどを経過した清順治年間のことで、本来この戯曲は清朝皇帝の意を受け

た高官が、丁耀元に命じて書かせた作品であることが判っている。内容を比較対照してみると、

両者は主題・配役・構成などの点で瓜二つと言えるほどよく似ている。『表忠記』の作者が『鳴

鳳記』を下敷きにしたことは、全 36 齣の各幕につけられた「佞壽」「忤奸」「保孤」等の題目

名が『鳴鳳記』のそれをそのまま襲っていることからも容易に知れる。登場人物も、力点の置

き方に若干の違いはあるものの、実在の人物名をそのままに使っていることなど共通点が多い。

両戯曲の成立については、荒木猛氏に詳細な論考（注 8）があるのでここではこれ以上は触れ

ないが、厳嵩・厳世蕃一派と反対勢力の確執をテーマに、善玉・悪玉の対比をより鮮明に浮き
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彫りにしており、極めて解りやすい作品である。 

 

ここで話を小説作品に移してみよう。通俗白話小説の世界においても、上記『鳴鳳記』『表

忠記』と同様、嘉靖帝治世下の政事をテーマとして取り上げた作品が万暦年間に現れている。

そのうち物語中に趙文華の名が見えるもので、現存作品中 も早く著されたのは『戚南塘剿平

倭寇志傳』であろう。鄭振鐸旧蔵本で、現在北京図書館に残缼本 3 巻のみ所蔵されるこの小説

は、その名が示す通り嘉靖 30 年頃から猖獗を極めた倭寇の侵入に対し、果敢に戦いを挑みこれ

を制圧した勇将たちの活躍を描いた歴史小説である。その第一巻第四回は「趙文華劾本天宮」

と題され、嘉靖 35 年厳嵩が政敵であった李黙と南京巡撫都御史曹邦辅を陥れるため腹心趙文華

に弾劾の上奏をさせる段が語られている。李黙が吏部尚書在任中に厳嵩派の専横に反発して憎

まれたこと、対倭寇戦略の指揮官登用をめぐり厳嵩と対立して職を逐われ、浙江総督張経と同

郷であることを理由に誣告を受け、失意のうちに獄死したことなど、この段の記事はほぼ正史

と符合する（『明史』巻 202）。この作品は、演義小説の体裁はとっているが用語は文言風の

言い回しが多く、全体に通俗文芸的の脚色は少ない。趙文華についての記述もほとんど史書類

に載せる記事の焼き直しで、歴史物語としては新鮮味には欠ける。 

歴史に忠実に依拠していながらこれよりはるかに白話小説的な文体を備え、以下にも話本風

な体裁を持つのが周清原撰『西湖二集』巻 34「胡少保平倭戰功」である。これは嘉靖年間に江

南沿海地域を荒し回り「明山和尚」の異名を取った倭寇の頭目徐海の鎮圧に乗り出し、官軍の

前線で活躍する胡少保（宗憲、前出）を描いた一篇である。この題材は当時非常に人気を博

したらしく、『西湖二集』の他にも『型世言』第７回「胡總制巧用華棣卿、王翠翹死報徐明山」

や『三刻拍案驚奇』第７回「生報華萼恩、死謝徐海義」など明末清初出版の擬話本中に翻案さ

れている（ただし両編とも文中に趙文華の名は現れない）。因みに、清初の順治・康熙年間に、

同じ徐海掃討の史実を背景として書生金重と名妓王翠翘の悲恋と数奇な運命を描いた才子佳人

小説『金雲翹傳』が生まれたこと、後にそれがベトナムに伝わってチュノム文学の 高峰とな

り、また日本では西田維則による翻訳『通俗金翹伝』、曲亭馬琴による翻案作品『風俗金魚伝』

が書かれたことはよく知られるところである。 

「胡少保平倭戰功」は専ら胡宗憲の人並み優れた戦略と英断を称揚することを主題にした作

品で、その描写は非常に詳細かつ精緻である。同郷出身で海上の覇権を握っていた王直を懐柔

する一方、賊軍に内部に密偵を送り込んで集団の分断を図った計略など、物語中に語られる徐

海掃討作戦の経緯はほぼ史実に沿っており、筆致も非常に生々しい。 

この中で趙文華は胡宗憲の指揮官として登場するのだが、他の作品とは異なり、宗憲と協力

して巧みに機略を用い、徐海を窮地に追い込み討伐を成し遂げるという役柄を与えられている。
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文中には 

 

話説胡公與趙文華計議妙策，就着人宣諭徐海，叫徐海自己屯於東沈家莊，陳東一支屯於西

沈家莊。 

 

とあり、人となりの善悪はともかく、戦略家としては優秀であるかのような書かれ方をしてい

る。しかし、史書の記載によると、実際には趙文華は当初この作戦に反対で、胡宗憲が強引に

これを押し切って実行したというのが正しいらしい
10
。通俗文芸作品に登場する趙文華は、ほ

とんどの場合は陰険、狡猾、無能といった負のイメージで統一されているので、その意味で『西

湖二集』に見える彼の形象は極めて例外的なものとも言える。 

 

以上が、明末清初の通俗文芸作品に見える趙文華にまつわる逸話と、物語中に見える文華の

人物形象の諸相である。上に挙げた戯曲や小説は、いずれも物語全体に稀代の奸官厳嵩の横暴

の糾弾と、死を賭してこれに抗った英雄的人物達への称揚の意が籠められ、物語構成が因果応

報・勧善懲悪の図式に則っている点で共通している。当然ながら趙文華のような反面人物はそ

の非道が誇張され、十全の悪役として描かれる。それは『鳴鳳記』『表忠記』において、文華

が丑（道化役）によって頗る醜悪な役回りを演じていることからも明らかである。しかし、そ

れはどこまでも史書に記されるイメージを忠実に形にするだけであって、史実から離れた別の

要素が加味される余地はない。換言すれば、これらの作品はあくまで史実の枠の中で実在の人

物たちに歴史の事実を再現させる、狭義の歴史物語に属するものであると言えよう。 

 

清朝も時代が下り、嘉靖時代が遠い昔話になると、趙文華をめぐる逸話の通俗文学化にも変

化が現れる。無論、基本的な人物設定は上記の作品群と変わらないが、時間の経過と共に従来

の趙文華説話の枠組みに飽きたらず、史書には記されない人物が加わり、あるいは通俗小説の

別のジャンルから手法を借りるなどして、狭義の歴史物語の枠を逸脱する動きが出てくるので

ある。清乾隆年間に著された李百川撰『緑野仙踪』、あるいは清道光年間に出版された世情小

説『玉蟾記』は、そのような広義の歴史小説に属すると考えられよう。 

『緑野仙踪』は、嘉靖年間に直隷広平府に住む冷于冰という運に恵まれない受験生が、偶然

時の権臣厳嵩に仕えたものの、主君の非道に嫌気がさし、俗世を離れて仙道・方術を極め、世

人のため忠孝節義の宣揚に尽くすという話である。物語の前半は仙道を求める修行の様子を綴

ったもので、呪術・煉丹といった道教的色彩の強い場面が多く、体裁はむしろ神魔小説に近い

が、中盤以降は俗世に戻った于冰が修行の成果を以て農民起義の鎮圧に当たるという展開にな
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っている。筆者の着想は前時代的な封建主義そのもので、特に目新しくはない。ただ物語の後

半に至ると、仙道とは全く違う世界、社会に蔓延る諸悪の暴露という現実的なテーマに変わる。

とりわけ厳嵩一派の無法・横暴の実態については頗る尖鋭な筆致で抉り出しており、なかなか

読み応えがある。 

趙文華は『西湖二集』『型世言』等と同じく倭寇群盗討伐の経緯を描いた第 73 回から第 78

回
11
の場面に登場する。胡宗憲、張経、徐海等の登場人物の設定も従前の作品群とほぼ同じで

ある。ただこれらと異なるのは、徐海軍団鎮圧の後別の倭寇が鎮江に襲来した際、作戦を誤っ

て大敗北を喫し、厳しい問責の中で過去の罪状が発覚、職位の剥奪に至るまでを克明に綴って

いる点である。個々の場面を取り上げても、賊の大軍に対峙した際怖気づいて狼狽える様など、

指揮官としての無為無策がリアルに描かれる一方、 

 

 （趙文華説）…現今倭寇已破杭州，蘇州在所必齵弟奉命總水陸軍兵數萬，實爲保守蘇州而

來。刻下諸軍，正在用命之時，必須大加犒賞，方能鼓励衆心。又不便動支國帑，弟意欲煩衆位，

向本城紳衿、土庶，以及各行生意鋪戸人等，暫借銀六十萬兩；平寇之日，定行奏聞清還。… 蘇

州到早被劫掠，弄的城里城外人人恨怨，戸戸悲啼！投河跳井、刎頸自縊者，不下二三十人！ 

（第 74 回） 

 

のように、人民の苦しみをよそに功労金の名目で多額の金を詐取し、戦渦に紛れて私腹を肥

やす強欲ぶりが描かれる。これはどうやら作者の仮託らしきプロットなのだが、巧みな描写と

相俟って、真に迫って面白い。趙文華が関わった倭寇討伐をモチーフとしたプロットはこの種

の歴史小説では定番と言えるが、この部分の詳細・精緻な描写は一頭地を抜いていると言えよ

う。 

  

『玉蟾記』は別名を『十二縁美女玉蟾縁』『十二縁玉蟾記』ともいい、清代中期以降中国江

南地域を中心に流行した語り物芸能、いわゆる評話の台本の一種である。現存する 古のテキ

ストは道光 7年刊行のもので、撰者は不詳だが通元子という筆名で記され、通元子自身が文中

に講釈師として登場する。語りと歌を交えた講唱文学風の独特の口調で全 53 回が語り綴られる

が、一般的な章回体小説と異なり各回の分量は長短まちまちで、形式的にも回目、結語などで

不統一な点が多い。 

『玉蟾記』の趙文華伝説は他に類を見ない独自の内容である。物語は冒頭部分に置かれた冥

府の判官の裁断による荒唐無稽な転生譚から始まる。明の正統・景泰・天順年間の諸々の政変

に関わった人物に対し、判官が生前の功過によって一人一人来世での托生を定めていく。宦官
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王振は趙文華の子趙懌思に、定遠侯石彪は胡宗憲の子胡彪に、兵部尚書于謙は張経の子張昆に、

吏部尚書王文は曹邦輔の子曹昆にそれぞれ転生、他は各地で十二人の女に生まれ変わるという

定めとなる
12
。この発想は、元至治年間刊行の『全相三国志平話』の冒頭部分に載せる、韓信

→曹操、彭越→劉備、英布→孫権という転生話に酷似している。これは、生前に大功を挙げな

がら報われず、却ってその功績故に疎まれ退けられた悲運の英雄に対する贖罪の構図である。

『玉蟾記』の作者は、元末から 500 年以上を経て古めかしい語り物文芸の形式を借用したわけ

である。 

趙文華や胡宗憲の罪科をその子孫たちにも償わせる話に仕立てたのは、敢えて因果応報の理

を強調し、悪役に鉄槌を加える痛快さを増すために他ならない。このような歴史を飛び越えた

極端な誇張は通俗文芸ではそれほど珍しくはない。これ自体は明らかな牽強付会であるが、そ

れでもテーマに沿った効果があればよしとする、正しく民間芸能の面目躍如である。しかしな

がら、親の悪行の報いを受けて子供が晒し首になる、という筋立てはさすがに理不尽に過ぎた

のか、『玉蟾記』以降の趙文華伝説に繰り返し現れることはなかったようだ。 

『玉蟾記』のストーリーは至って単純、張昆・曹昆の二人が前世からの定めに従って世に害

毒を流した趙・胡両家一族ら諸々の悪党を退治し、運命の糸に操られて集う十二人の美女と出

会い結婚に至るというもので、紋切り型の才子佳人小説の旧套を一歩も出ていない。実に他愛

ない内容であるが、伝統大衆芸能たる評話は、こうでなくてはならないのである。 

 

1.3 晩清以降の地方劇と趙文華…「十美圖」と「盤夫索夫」 

本稿の冒頭に述べた通り、今日南方地方劇の盟主とも言われる越劇は浙江省紹興の発祥の地

としている。19 世紀初頭から晩清・民国にかけての 100 年は、各地に勃興した地方劇が百花繚

乱の様相を呈した時代であったが、越劇はその中でも後発の部類に属する劇で、もともとは紹

興南部嵊州の山間地帯で始まったとされる。趙文華の故郷慈渓はここから程近いし、倭寇の襲

来などとも縁が深い土地柄だから、越劇に文華にまつわる逸話・伝説に因んだ芝居が数多く生

まれるのは当然のことといえよう。その代表作ともいうべき作品が、越劇の前身である嵊州「小

歌班」の時代に作られた連台本戯「十美圖」である
13
。 

「十美圖」は先に挙げた『鳴鳳記』『表忠記』等と同じく嘉靖朝の厳嵩一派専制時代を舞台

としているが、新たに従前の説話には見えない二人の重要人物、曾銑及びその子曾栄と曾貴が

登場する。曾銑は『明史』巻 204 に伝があり、字は子重、揚州江都の人、嘉靖 8 年の進士であ

る。若くして軍略・兵法に優れ、嘉靖 25 年兵部侍郎に任じられて陝西省三辺総督として北方周

辺の警備に当たり、人望真に厚かったが、厳嵩の仇敵夏言と姻戚関係があったことから反対派

の標的とされ、厳嵩の側近仇鸞が仕掛けた罠に落ちて冤罪晴れぬまま 39 歳の若さで刑死した。 
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「十美圖」は紆余曲折に富んだ長編歴史劇である。物語は曾銑が処刑され、一族郎党同罪で

斬罪となる中で、遺子曾栄・曾貴が厳嵩配下の追手を逃れる中で別れ別れになる場面から始ま

る。曾栄は偶々厳嵩の腹心鄢懋卿に拾われて養子となり、因果巡って厳嵩の孫娘蘭貞と結婚す

ることになるが、断固として夫婦としての生活を拒み続ける。やがて曾栄の秘密を知った蘭貞

は、夫の宿願を遂げさせるため、厳嵩の側近で義子の趙文華の娘婉貞の協力を得て祖父実父が

犯した罪の証拠を手に入れ、曾栄を反厳嵩派の徐震・海瑞らのもとへ送り込む。後ろ盾を得た

曾栄は勉学に励み、見事状元合格を果たす。一方弟の曾貴は各地を転々とした後、やはり後見

人を得て兵法を学び武官採用試験第一位で合格する。かくて兄弟そろって状元として相集い、

海瑞が整えた厳嵩一派の罪を天子に直訴する。嘉靖帝はこれを受けて厳嵩を厳罰に処し、曾兄

弟は本懐を遂げる。 

 

「十美圖」は 20 世紀初頭の「小歌班」時代に創作された。この当時は男優女優混淆の形式

だったが、「大戯」と呼ばれる大規模な配役編成を前提とする歴史劇から出発していたので、

通しで演じるには相当の長時間を要する芝居だった。「小歌班」が都市での上演を前提に短編

小編成化した「紹興文戯」の時代になり、女優のみの上演形式が固まったころから、全編通し

から有名な段のみの上演に形態が変化し、一幕一幕が独立した劇として演じられ始める。原作

の「十美圖」中で も人気を博したのは曾栄と蘭貞の結婚・不和・和解・協力に至る経緯を演

じた「盤夫索夫」の段で、今日ではこれが単独で演じられるのが普通である。「盤夫索夫」劇

の主人公は何と言っても厳蘭貞であり、ヒロインの微妙な心理を表現した歌詞が素晴らしく、

動作もきめ細やかさが要求される。越劇の女優にとっては も力量が問われる芝居の一つで、

憧れの配役でもある。なお、「盤夫索夫」劇は、脚本の良さゆえに、越劇のみならず京劇、評

劇（河北）、豫劇（河南）、黄梅戯（安徽）など多くの地方劇に翻案されている
14
。 

 

劇中の趙文華は従来の劇と同じく丑（道化役）が演じる。この劇の悪役の中心は厳嵩・厳世

蕃父子なので趙文華は完全な脇役であるが、娘の婉貞が厳世蕃に追われた曾栄を匿って危難を

救い、後に曾栄の妻の一人となるため、かなり重要な役柄を担っている。ただ『鳴鳳記』『表

忠記』のような凶悪・狡猾なイメージは薄められ、むしろ間抜け、愚鈍といった滑稽色が強調

されている。誤って自分の屋敷に逃げ込んだ曾栄を目の前にしながら厳蘭貞と婉貞にやり込め

られ、厳父子の不正の証拠を渡してしまうなどというのは、それまでの趙文華からは相当離れ

たキャラクターである。このあたりは脚色の仕方によってイメージが変わるのであろうが、と

もかく「盤夫索夫」劇の趙文華は、他の作品に比して些か異色な人物設定であることは間違い

ない。 
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「盤夫索夫」劇の登場人物の配置・設定が史実とかけ離れていることは論を俟たない。実父

を死に至らしめ、一族の血筋を断絶寸前まで追い込んだ仇敵の娘と夫婦になるという筋立ては、

明末清初の文学であれば到底考えられない突飛な着想であろう。しかし、今日この劇を楽しむ

側にとってそれが何らの問題にならないことは、この芝居の人気自体が証明している。そもそ

も 19 世紀初頭の新興地方劇の隆盛は、従来の伝統劇の旧套打破が大目標であり、それは単に形

式面に止まらず、脚本の改良・創作を前提とするものであった。歴史劇ももちろん例外ではな

く、古くから受け継がれて古典的な演目に手を加え、面目を一新した劇本が次々に作りだされ

たのである。史実という枠を離れ、自由かつ大胆に構成された純粋な娯楽作品「盤夫索夫」劇

は、こうした地方劇の発展が生み出した産物の一つともいえよう。 

 

「盤夫索夫」劇が、新たな歴史劇のある種の典型を示していることは判ったが、なお一つの

疑問が残ったままになっている。湖塘鎮栖鳧村で目にした越劇の演目「趙文華献妻」である。

ここまで見てきた趙文華伝説のいずれにも、「妻を献じる」の文字に該当する内容は含まれて

いない。先に挙げた『明史』「奸臣」には、厳嵩の怒りを買った際、その妻に金品を贈ってと

りなしを求めたという記述はあるものの、趙文華自身の妻に関しては一切記載がない。「盤夫

索夫」劇は、他の小説・戯曲には見えない登場人物が配され、中には厳世蕃の妻のように夫の

命を狙う曾栄に加担するというような健気な細君もいるのだが、趙文華の妻は見えず、従って

「献妻」の語に該当する情節はない。 

ただ、「献妻」という言葉には実在の趙文華の事績に関連して、それに相当する伝説の発生

元を推測させるヒントが含まれている。次節では、そのヒントを頼りに調査を続けた結果をま

とめて報告する。 

 

2. 越劇「謝閣老」について 

2.1 謝遷（文正）の事績と人物 

多少とも通俗文芸に馴れ親しんだ読者なら、「趙文華献妻」という題名の文字から、献上す

る相手は嘉靖帝以外になかろうとことは容易に見当がつく。嘉靖帝が道教に心酔して世を顧み

ず、特に晩年は後宮に籠って政務を放棄し、厳嵩らの権臣の擅断を許して国政を傾けたことは

よく知られる。他方では明朝の皇帝中 多の六十余人の妃嬪を抱え、生涯に迎えた四人の皇后

を含め封号を授けた后妃だけでも八十人を超える好色家であった。しかもそうした妃たちの多

くが帝の気まぐれな心変わりに翻弄され、不幸な 期を遂げたことが『明史』他の史書に記さ

れている。冷酷非情を以て聞こえる趙文華が、自らの妻の献上という人倫を蔑にした暴挙に走
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るとすれば、それは自らの出世を恃み得る天子を措いて他にあるまい。 

後日の調査の結果、この芝居はやはりくだんの趙文華にまつわる民間伝説に発する「謝閣老」

という作品の一段らしいことが判った。「盤夫索夫」劇は 1930 年代には上海を中心に上演され

ているから、越劇の演目としては古典に属するものであるが、それに比べるとこの芝居はずっ

と新しい。作者は 1944 年寧波市余姚出身（一説に慈渓出身ともいう）の張金海氏、1973 年か

ら越劇の創作を始めた作家で、本劇は 1980 年代半ばに書かれた彼の代表作の一つである。 

本劇の主人公謝遷は浙江余姚の人、字は于喬、謚は文正、成化 11 年（1475 年）の進士（状

元）で、『明史』巻 181 に伝がある。「閣老」というのは、かつて朝廷にあって宰相などの高

位高官を務めた後政界を退いた、言わば「長老」に当たる人物を指す言葉で、明代筆記類には

頻見する当時の常用語である。その名が示すとおり、謝遷は進士及第後異例のスピード出世を

果たし、弘治年間から嘉靖初期までの長きに亘って太子太保・兵部尚書・東閣大学士等の高官

を歴任した。正徳帝の時、宦官劉瑾を誅して容れられず官界を退いたが、嘉靖帝即位後特に乞

われて中央に復帰を果たした。謝家は遡れば東晋の名相謝安やその孫で大詩人の謝霊運に源を

発する会稽郡（紹興）では名門中の名門であり、士大夫としては一点非の打ち所のない経歴の

持ち主である。 

謝遷の生平の事跡は明代の史書・筆記類に無数にあるが、ほとんどが生来の明晰・敏腕・気

骨・公正などその才気・人格・処世に対する礼讃に終始していると言ってもよい。下に挙げる

三文はその代表的なものと言える。 

 

    遷儀觀俊偉，秉節直亮，與劉健、李東楊同輔國政，而遷見事明敏，善持論。時人爲之語

曰:「李公謀，劉公斷，謝公尤侃侃」。天下稱賢相。(『明史』巻 181) 

 

謝木齋之拜相也、以丁憂召用、時弘治乙卯、尚爲侍講學士、從五品。特起以少詹學士，

入直内閣。因服未滿留家，又半年抵京。甫到任即陞正詹事。由詹事二年，即晉太子少保、

兵部尚書、東閣大學士。一時大臣崇進，未有如此之迅捷者。 

(沈德符『萬暦野獲編』巻 7「謝文正驟用」) 

 

我朝宰相，清淳則河東之薛、學業則瓊山之丘、…嚴正則陳留洛陽之二劉、餘姚之謝，… 

  (何良俊『四友齋叢説』巻 7) 

 

このような名士の誉れ高き人物には、得てして生前の事績に尾鰭がついて様々は伝説が産ま

れものである。その例に漏れず、民間における謝遷にまつわる逸話は非常に多い。一々挙げれ
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ばきりがないが、以下の話は、謝遷の人となりの高潔さを称えるエピソードとして広く知られ

るものの一つである。 

  

謝遷は浙江余姚県の人で，書生時代街に私塾を開き，昼間は教鞭をとって旅費を稼ぎ、夜

は学問に励み都での科挙受験に備えていたが、才貌ともに優れその名は広く知れ渡っていた。 

ある日の夜、隣に住む妙齢の少女が、両親が留守をしている隙に普段から恋焦がれていた

謝遷の書斎を尋ね、媚を売って何とか気を引こうとした。謝遷は目に余る振る舞いを咎め厳

しく少女を叱責した。「嫁入り前の娘がこのような破廉恥な行いに及ぶとは何事ですか！万

一間違いがあれば貞操は害われ、家名を傷つけ、終生取り返しがつかなくなる。断じて許し

ませんよ！」そう言われて少女は自分の行いを恥じ、謝遷に対し涙ながら感謝の言葉を述べ

ると恭々として帰って行った。 

謝遷が二年後に科挙に状元で合格し、後に宰相に位に昇り名声をほしいままにしたのはこ

うした善行の報いである。（『養生保命集』第四章、故事三「拒淫示淫過 高中狀元郎」） 

 

因みに『養生保命集』とは民間道教信仰の経典の一種で、健康・長命を求めるために肉体と

精神の保全、善事の励行と人欲の抑制と勧める「善書」と呼ばれる書の一つで、謝遷は三国志

の英雄趙雲や唐代の勇将狄仁傑らと名を連ねている。堅苦しい教訓めいた内容で、伝聞には根

拠もなく、他愛のない作り話に過ぎないのであるが、民間における謝遷の知名度の高さを示す

証であることは間違いない。 

 

2.2 「謝閣老」の粗筋と人物設定 

 ここで話を元に戻して、越劇「謝閣老」の概要を述べてみよう。この芝居は主人公たる謝閣

老すなわち謝遷と、これと対比的に設定される反面人物趙文華との軋轢・葛藤を主題とした作

品である。一応舞台は嘉靖帝時代に設定されてはいるが、描かれるのは謝・趙二人の間の個人

的な事柄に終始しており、朝廷内部の政争や対外的な混乱等、政治に直接かかわるような中味

は含んでいない。その意味では「盤夫索夫」劇よりも一段と政治色の薄まった一作であるとい

えよう。 

 作品の内容的な分析に入る前に、まず劇の粗筋を簡単に述べてみよう。 

 

嘉靖帝の宰相を務める謝遷はかねて才気ある若者を求めていたが、この噂を聞いた趙文華は

不正な手段を使って巧みに俊英を装い、これを気に入った謝遷は文華を科挙第一位で合格させ、

自分の娘祖英を妻とする。謝遷の推挙を得てとんとん拍子に出世を果たした趙文華だが、その
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野心は止まるところを知らず、密かに義父を出し抜いて宰相の位に登ろうと企む。趙文華の正

体を見抜いた謝遷の妻徐氏は事ごとに夫に忠告するが、謝遷は聞き入れない。たまたま嘉靖帝

が無類の好色家であることを知った文華は、何と妻の祖英を後宮に献上し、天子に取り入ろう

とする。とっさの機転で祖英はどうにか難を逃れて実家に戻るが、文華の入れ知恵で理不尽な

勅命が届けられると、さすがの謝遷も自分の追い落としを図る文華の正体に漸く気付く。文華

の計略を事前に察知した謝遷は、逆に計略を以て文華を窮地に追い詰め、皇太后の力を借りて

遂に文華を公職から追放することに成功する。
15 

 

片や明朝一代を代表する徳望高き名臣、片や十悪斉全の稀代の奸臣。舅と娘婿という姻戚関

係を含め、この対照的な二人の破天荒な組み合わせが全くの荒唐無稽な作り話であることを説

くのに多くの言葉は必要ない。謝遷が明朝の中枢にあって政務の大役を担ったのは翰林院修撰

の職を授かった弘治元年（1488 年）から中央を逐われて公職を去った正徳 4 年（1509 年）まで

と、世宗のたっての願いで太子少傳に復職した嘉靖 6 年（1527 年）である。この時謝遷は 79

歳、その後わずか一年で病いを理由に致仕を願い出て故郷余姚に戻り、三年後の嘉靖 10 年（1531

年）に 83 歳で世を去っている。上述した通り、趙文華が進士に合格したのは謝遷死去の二年前

の嘉靖 8 年で、この時謝遷はすでに政界から引退している。また、趙文華が義父義子の関係を

結んだのは厳嵩であるが、嵩が礼部右侍郎に任ぜられ中央政界入りを果たしたのは嘉靖 7 年で

あって、ちょうど中央を去った謝遷と入れ替わりに朝廷に入った。厳嵩一派が嘉靖帝の寵を得

て政治を我がものにしたのは謝遷の死後 10 数年後であって、史料を確かめても謝遷と趙文華、

あるいは謝遷と厳嵩の間に政治上の如何なる接点も見いだせない。 

ところが、「謝閣老」劇の作者はこのような歴史上の経緯を無視し、趙文華の義父を現実の

厳嵩から謝遷に入れ替え、厳嵩という存在を舞台から消し去っているのである。これほど大胆

なストーリーの組み替えを敢えて選択し、歴史と乖離した物語に仕上げた背景には、一体どの

ような事情があったのであろうか。 

 

2.3 民間伝説における謝遷と趙文華の関係 

振り返って「謝閣老」劇の構成を注目すると、従前の趙文華伝説にはない独自のプロットが

組み込まれていることがわかる。それは、趙文華が嘉靖帝を唆し、謝遷を陥れようと企んだ陰

謀にまつわる部分であって、この件を演じるために、「謝閣老」劇はわざわざ芝居の後半に「闘

趙」と称する大掛かりな道具を用いた一幕を設けている。この段に描かれるのは、互いに相手

を窮地に追い詰め朝廷から放逐するための知恵比べなのだが、このモチーフについては浙江省

余姚一帯に、謝・趙の間の私怨に端を発する確執を題材にした興味深い故事が伝わっているの
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である。この伝説にはバリエーションが多く、話の筋に細かな異動があるが、ここではその中

でも代表的な一話の概略を紹介する。長い話なので細部は省略するが、粗筋は大体以下の通り

である。 

 

余姚市（元寧波市内）を流れる姚江に街の南北をつなぐ三段アーチ型の通済橋という石橋が

あり、俗に舜江橋を呼ばれている。元の至順三年（1332 年）に木造の橋を改築したもので、古

風な造形の中にも堂々たる風格を具え、また海から上る船が帆を落とさずに通過できることか

ら「浙江第一の橋」の名があった。 

明嘉靖の時、当地出身で剛直無私を以て知られた宰相謝遷は官を退いて隠居の身であった。

当時刑部尚書の位にあった趙文華は余姚に隣接する慈渓の出身で、人となり陰険、しばしば妄

言を以て他の忠臣を陥れていたが、趙は余姚が古来科挙において上位合格者を輩出する地であ

るのを妬み、謝遷を目の敵にしていたので、機に乗じて嘉靖皇帝に奏上した。 

「余姚には舜江橋という大橋があり、大型船の通行の妨げになっております。また三本の足

が“品”の字を象っておりますが、これは天子様の風水を犯すもので、明らかに謀反の印です」。

天子は怒って「もしそうならどうすればよいのじゃ」。趙は「橋を取り壊してしまわれればよ

ろしゅうございます」。嘉靖帝がこれを許可したので趙文華は大喜び、すぐさま船を仕立て舜

江橋の解体のため余姚へ向かった。趙は、前もって人を遣わし舜江橋のアーチの幅を測り、船

の横に余分な出っ張りを作らせ、橋を通過する際それが橋桁に接触するよう細工を施しておい

た。 

一方、これを知った謝遷は故郷の誇りである舜江橋を守るべく入念に策を講じた。橋の手前

五里から河岸に幕を張って趙の目を眩まし、船中で趙と碁に興じながら酒を酌み交わし、橋に

近づくと地元の船頭に船体を傾けさせて巧みに橋をくぐり抜けた。趙が気づいた時には既に遅

く、船は舜江橋より三里も先に来ていた。謝が趙に対し問い詰めたため、趙は天子の命に背い

た罰を逃れるため、止むなく橋はすでに取り壊された旨の報告をさせた。かくして余姚の名物

舜江橋は取り壊しの難を逃れ、今なお姚江の川面に美しい影を映し続けている。（『甬上風物』

寧波市非物質文化遺産田野調査 1 余姚市・鳳山街道
16
） 

 

現存する通済橋は清雍正年間に再建されたもので、江南地方伝統の精巧な石造古橋の風格を

備え、余姚市の文物保護単位（文化財）に指定されている。上述したように、歴史上謝遷と趙

文華にはこの話に述べられるような接触はあり得ないのだから、この伝説も史実を度外視した

妄誕に違いない。しかし、今日なお昔の姿を留める通済橋の景観に照らし合わせると、このエ

ピソードはなるほど場面を彷彿させるに十分な説得力がある。大道具を駆使して舞台での演出
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効果を高めるためにも格好の題材であろう。 

 

ところで、謝遷の故郷である余姚市は 1985 年の行政区画改編により現在は寧波市の管内に

置かれているが、唐代には単独で一時姚州と呼ばれ、この芝居の時代背景となっている明代中

期には紹興府に帰属していた。『嘉慶重修一統志』によると、余姚は元の至正 26 年（1366 年）

州として紹興府に属し、3 年後の洪武 2 年（1369 年）には州を廃し紹興八県の一つとなってい

る。明・張岱『夜航船』に「余因想吾八越(紹興府八県を指す)，山陰、会稽、蕭山、諸曁、餘

姚、上虞、嵊、新昌，唯餘姚風俗，後生小子，無不読書…」とある如く、古来向学の気風に溢

れた土地柄で、特に明代初期には同地から謝遷、王華（成化 17 年）、韓応龍（嘉靖 14 年）の

三人の状元を輩出した他、趙謙・王陽明らの明朝を代表する大儒の故郷でもある。 

以上の事から、趙文華が余姚に対して嫉妬を覚え、謝遷の排除を試みたという話もあながち

牽強付会ではないように見えるのであるが、実際には少し事情が違う。史実の上で、朝廷の要

職を占める高官に余姚出身者が多いことを理由に帝の側近だった謝遷を官界から排斥したのは、

実は趙文華とは別人、謝遷生涯の仇敵劉瑾である。 

1506 年孝宗の逝去を受けて武宗が即位すると、先帝在世の時から天子の側近として仕えた謝

遷は更に昇格して少傅兼太子太保となる。ところが宦官の劉瑾が年少の皇帝の補佐役という地

位を利用して権勢を握り反対勢力を弾圧、劉瑾排除を唱える反対派の急先鋒であった劉健・謝

遷らを公職から追放する。劉瑾の怨みは収まらず、正徳 4 年（1509 年）、劉瑾は武宗に対し、

時の朝廷の高官に周礼、徐子元、許龍、徐文顔ら謝遷と同郷の者が多く、結託して利権を漁っ

ているので、これらを除名・収監した上謝遷らを逮捕するよう上奏する。幸い李東陽の説得に

より謝遷の逮捕は免れたが、周礼らは辺境へ送られて服役を命じられ、翌年劉瑾が大逆の罪で

陵遅の刑に処されるまで、余姚出身者の中央官登用への道は閉ざされることとなった
17
。故郷

に蟄居した後も謝遷は劉瑾から虎視眈々と命を狙われらいしいが、遷自身はそれを意に介さず、

劉瑾が失脚した後も故郷に留まり自ら中央への復帰は望まなかったという
18
。 

余姚派による驕横という劉瑾の主張は恐らくは事実無根であろうが、同郷人同士が強い連帯

意識を持つのは中国では普通の事だから、領袖たる謝遷を筆頭に派閥ごと追放しようと思い立

ったとしても不思議はない。換言すれば、余姚はそれほど多くの優秀な人材を送り込んだ土地

だったのである。 

 

つまり、通済橋伝説では、実際は劉瑾が首謀者だった余姚出身者への排斥行為が、いつの間

にか趙文華の仕業にすり替わったである。これは冤罪というものだ。この二人は、後世の人々

から蛇蝎の如く嫌われ痛罵の的になったという点で共通してはいるが、それにしても謝遷とは
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何らの縁もない身で濡れ衣を着せられた趙文華は立つ瀬がなかろう。なぜなら趙文華の故郷慈

渓も、実を言うと余姚に劣らず学問の里であり、明代を通じ科挙の上位合格者を数多く出した

土地だからである。趙文華に近い世代の人を例にとっても、姚淶（嘉靖 2 年）、楊守勤（万暦

32 年）という二人の状元を出した他、姚淶の父姚鏌（弘治 6 年)は兵部尚書兼太子少保、同期

の孫燧は刑部主事・河南右布政使を歴任した。後輩で探花合格した袁煒（嘉靖 17 年）は礼部尚

書、太子少保を歴任するなど、実績は全く見劣りするものではない。官界における出世という

面では、隣接するこの二つの街は好敵手なのである。劉瑾と同じ思いが趙文華にもあるのが当

然かと言えば、決してそうとは言えないだろう。 

 

余姚と慈渓、謝遷と趙文華という二組の相克。これらが絡んだ関係する民間伝説は、この通

済橋説話以外にも幾つかある。中でも両県の境界・風水をめぐる争いに二人が関わったという

エピソードが残っていることは大変興味深い。境界については次のような言い伝えがある。 

 

嘉靖年間、紹興府の余姚県と寧波府の慈渓県の県境は明確ではなかった。そこで境界を確定

するために余姚を代表して謝啓が、慈渓からは趙文華が出かけてきた。両県とも境は山を跨い

でおり、山の南側は土地が肥沃で北側は痩せていたので二人とも南側の土地を望んでいた。翌

日は山の南側、次の日は北側の境界を決めることになり、双方とも朝家を出て互いの件に向か

い、出会った場所を境界とすることで合意した。 

翌日、趙文華は夜中に起きて早足で西に向かい、謝啓が朝方城の門を出たところで二人は出

会ったので、城の東から程近い蜀山までが慈渓県のものになった。次の朝は、趙文華は日が高

くなってからゆっくりと門を出たため、山の北側はほとんどが余姚県に属することになった。 

今、余姚県が慈渓県より広いのはこのためである。 

 

もう一つ、風水をめぐって二人が繰り広げた、些か子供じみた意地の張り合いを紹介しよう。 

 

趙文華は故郷慈渓に対する郷土愛が大変強く、いつも隣りの余姚よりも上でいたいと願って

いたので、風水の先生に両県の見立てをさせた。先生曰く「余姚の土地は周囲が高く真中が低

くて硯の形をしている。慈渓は三面を山に囲まれ、一方だけが川に面しているのでちょうど箕

の形である。硯の中の墨を持って来られれば慈渓は豊かになれます。」趙文華がその方法を尋

ねると先生曰く「余姚との県境に位置する彭山の頂に塔を一つ建てれば、ちょうど筆を立てた

ようなもので、余姚の墨を全部頂戴できます」。そこで趙文華は、慈渓県の費用で彭山の頂上

に筆型の七層造りの塔を建てた。 
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 慈渓の塔が余姚の風水を犯すと聞いて、謝遷は帝に訴えようにもまさか趙文華の企みとは書

けないので、しかたなく遠まわしに彭山塔の取り壊しを願い出たが、嘉靖帝は慈渓のことは余

姚に関わりなしと取り合わない。困り果てた謝遷が風水の先生に相談すると、先生曰く「彭山

塔は筆じゃありませんか。場所を選んでこちらに筆立てに見立てて橋を架ければ墨を取られず

に済みます」とのこと。喜んだ謝遷は早速余姚県の費用城の西南に鋳物工廠を建てさせ、橋の

桁組みに取りかかった。この二人のいさかいを耳にした嘉靖帝は裁断を下した。「土地は朕の

土地、風水もまた朕の風水である。妄りに余姚の風水を犯すのは怪しからん！だが、塔は塔で

魔除けにもなり眺めもよい。どちらも郷里の民のためになることだ」。かくて彭山塔は天封塔

とも称して天子のお墨付きとなった。一方、余姚の県城前の大江橋も虹のような姿で姚江の上

に架かり、当地の名物になっている。（『甬上風物』寧波市非物質文化遺産田野調査 3 江北区・

慈城鎮） 

 

 明代の地方志の記述によれば
19
、嘉靖年間は浙江省全域で倭寇対策を兼ねた城市整備の公共

事業が行われ、殊に渠濠・水門・橋など水利に関係する工事が活発であった。慈渓県は長年水

の確保に苦労してきた土地であり、隣接する余姚県から流れ込む姚江の水利をめぐって利害が

衝突することもあったらしい。通済橋説話にしろ、この話にしろ、川や水に関わりある言葉が

頻繁に見えるのには、こうした歴史的背景があってのことではないかと想像される。 

 

 これらの逸話を見る限り、謝遷と趙文華の二人はどちらも熱烈な愛郷精神の故に、隣県との

間で利害の衝突が起きれば、職権を用いてでも地元の利益を守るために奔走する、些か胡散臭

い俗物に見えてくる。しかし中国の政治においてはこれは極めて普遍的なことであって、それ

でこそ郷里の住民からの敬愛を勝ち取ることができるのである。後世稀に見る極悪人として万

人に認知されている趙文華であるが、地元慈渓では決してそうとは言えない。これについて、

興味深い一篇の伝説を紹介しよう。 

 

一般に中秋の節季は八月十五日と決まっているのに、寧波地区だけが八月十六日なのは何故 

か。これは明朝の大官趙文華と関係がある。 

昔は年々地方から年貢米を徴収して運河伝いに都に運んでいた。浙江は都からほど遠いので 

到着まで時間がかかり、その間に米がしばしば変質しカビが生えることもあった。年貢の徴収

官は職務を全うできず離職する者破産する物が後を絶たず、みな敬遠したので役人本人が船で

運ぶよりなかった。  

ある年、浙江省の年貢米が北京に運ばれ、天子が献上米の出来不出来を確かめることになっ 
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た。届けられた年貢米を一目見て、天子は聞いた「この米は何故真っ黒なのだ？」趙文華が答

えて「陛下、これは我が故郷の米でございます」そういうと、手で一掴み口の中へ放り込んで

噛み始めた。天子「文華よ、そなたは何故生米を食するのか？」趙文華「長年このようにして

食べておりますが、それはそれは美味いですよ」天子「その米はもはや変色しておるのに美味

いと申すか？」趙文華「わが故郷の米はもとは真っ白で、炊きますとよい香りが致します。た

だ浙江は北京からは遠いため、時間が経てば米も質が変わります。私は浙江人、片時も故郷を

忘れることはなく、たとえ傷んだ米でも私にとってはいい味なのです」天子「そなたの故郷の

米は真っ白なのだな？」趙文華「真っ白でございます」天子はじっと考え、これは民財の浪費

なので、今後は浙江からの年貢米は銀子で収めるよう勅令を出した。年貢米徴収の手間が無く

なり、趙文華は浙江の役人と人民から慕われるようになった。（同上） 

 

 世間では囂々たる非難を浴びた趙文華も、地元慈渓の民にとっては故郷の利益を代弁する重

要な人物であり、時には尊敬と敬慕の対象となり、その事績にまつわる尤もらしい逸話を産み

出し得ることをこの話は鮮やかに証明している。因みに、悪評では趙文華の遥か上を行く厳嵩

ですら、地元の江西分宜では「厳分宜作相，受世大詬，而爲德于郷甚厚，其夫人歐陽氏，尤好

施予，至今袁人猶誦説之」(沈徳符『萬暦野獲編』巻 8)とあって、篤志家として名前が通って

いたと言われるくらいなのである。 

 

ともあれ、余姚と慈渓の二県は、上記のような現実に目に見える形での摩擦・軋轢が潜在的

にある一方で、科挙の合格者数や官界での出世競争も含め、古来色々な意味で強い対抗意識を

抱き合う関係にあった。たまたま同じ嘉靖帝の治世に中央政治の中枢にあった謝遷と趙文華は、

そうした対抗意識を象徴する存在であって、現実には如何なる接触もないこの二人の間に少な

からぬ熱き争いの伝説が生まれたわけである。 

後世の評判では善悪の対極にある二人の著名人を舅と婿の間柄に仕立てるという、今までに

ない大胆な構図を描き、そこに地元に伝わる民間故事を散りばめて作り上げた全く新たな娯楽

作品…越劇「謝閣老」とは、そのような作品なのである。 

 

 

終わりに 

以上、明嘉靖年間に実在した奸臣趙文華に焦点を当て、史書に見える事跡とそれに忠実に沿

って書かれた初期の戯曲・小説作品、清代以降に同題材を扱いながら様々な意匠を凝らして翻

案された作品群、 後に現代作家に手になる、史実を離れより娯楽色を強めた地方劇に至るま
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でのプロセスを辿ってきた。小説であれ、戯曲であれ、歴史物語というものは初めからその源

流たる史実に縛られる運命にあるから、時代の要請に応じてその都度創意工夫を凝らし、新た

な息吹を吹き込まない限り題材もろともマンネリに陥り、やがては廃れて顧みられなくなる。

史実と虚構の間合いを計りながら、常に新しい意匠の創造に取り組むのが歴史劇の作家たちの

任務ということになろう。ただ、問題はその創意工夫の許容範囲である。新機軸の提起は、常

に非難を浴びる危険性を孕むわけで、歴史の詳細を知らない一般民衆ならともかく、一定の素

養を備えた知識人からは、歴史歪曲との咎めを受けることは初めから覚悟しなければならない。

我が国で、テレビ等のメディアを通じて全国に放映される歴史ドラマが、時として史実の大幅

な書き替えを理由に脚本や時代考証の不備を厳しく指摘されることと同様である。 

中国の通俗文芸は、このような状況の中で営々と歴史物語の再生成を継続してきたわけだが、

文字に定着する小説より、視聴覚芸術である演劇の方が創意工夫の範囲が広く、より自由かつ

エネルギッシュに新たな作品を生み出しているように見える。上に述べた趙文華伝説に基づく

芝居はその好例であって、越劇「謝閣老」の様な破天荒ともいえる物語構成を、小説の世界で

実現できたかというと、それはかなり疑問のような気がしてならない。中国の古典演劇は、原

話の脚色に対して頗る懐が広いのである。その原因は、観客の知識教養云々ではなく、演劇と

いうものが大衆芸術として認知される、その受容のされ方にあるのではないだろうか。 

 

注 

1)  川島郁夫,2011,「紹興古典演劇探訪」,『東京外国語大学論集』第 82 号,pp397-421. 
2)  『明通鑑』巻 61 に「初，文華未第時，在國學，嚴嵩爲祭酒，才之。後仕于朝，而嵩日貴幸，遂相與結爲父

子。嵩念己過惡多，得私人在通政，劾疏至可預爲計，故以文華任之。」と見える。 

3) 『明實録』巻 427「嘉靖三十四年」に「…殺原任直隷浙福総督右都御史張經、浙江都御史李天寵、兵部員外

郎楊繼盛于市。經在江南有功，爲趙文華所誣拘，天寵亦無罪，胡宗憲力排之而奪其位，繼盛因劾嚴嵩父子，

法司承風指傳致死罪，是歳論大辟囚當刑者凡百有餘人，詔決九人，而經等悉與焉。由是天下悉嵩父子及文華

益甚。」と見える。 

4)  『明史』巻 209 に「（繼盛）遂以三十四年十月朔棄西市，年四十。臨刑賦詩曰：『浩氣還太虚，丹心照千古。

生平未報恩，留作忠魂補。』天下相與涕泣傳頌之。」と見える。 

5)  原文は以下の通り。 

杭人趙京，祖籍慈溪。有弟某，性方嚴。婚後，婦家婢頗慧，未嘗假以顏色，京私與狎，弟妻不知。無何，婢

孕，婦翁疑婿，婢亦駕詞誣婿，婿不能自明，恚投環死。 

   越二年，京父壽辰，賓朋宴集，京與婢忽仆地囈語，經宿始蘇，云：「攝至冥府，與婢械繫大門外。俄聞發

鼓升堂，鬼役捽其首擲階下，有冕旒者上坐，引弟質訊。京與婢皆伏罪，不敢置辯。將定讞矣，忽報：『趙尚

書至。』紅柬上書『年家眷弟趙文華頓首拜。』冥官肅衣冠出迎，命：『帶人犯械繫故處。』舉頭見柱上一聯

云：『人鬼只一關，關節一絲不漏；陰陽無二理，理數二字難逃。』後署『會稽陶望齡題』。正熟視間，報：

『趙尚書出矣。』冥官喚京與婢諭云：『本案應照因奸致死罪減三等判，以趙尚書説情，姑放回陽。且趙某身

爲男子，通婢事有何承認不起？而竟至輕生，亦殊可鄙。故且寬汝，放回陽間。』」舉家不知趙文華何故庇京。

一日，詢諸宗老，始知文華其七世祖也，因諂嚴相，子孫醜之，故皆諱言，無知者。 

6)  原文は以下の通り。 
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明奸黨趙文華，慈谿人，其後嗣頗興盛，且有列名仕版者，甲其一也。甲本駔儈，納貲得同知職銜，出入縣署，

頗以士紳自居。一日，其鄰村演劇，甲往觀之，適演《鳴鳳記》，至文華拜嚴嵩爲義父時，描摹齷齪形狀，淋

漓盡致。甲大怒，謂其辱及先人，不可不報，次日，執全班子弟，送縣請究。縣令何晴巖，汴之名進士也，笑

謂甲曰：「伶人大膽，敢辱君家先人，宜枷責，方足蔽辜。」甲拜謝。何升堂，提伶人至，命仍服飾文華時之

服，紗帽紅袍，荷以巨枷，枷額大書「明朝誤國奸臣趙文華一名」，枷號示眾，且命押赴趙氏宗祠前，荷枷三

月。甲大窘，浼人懇求，乃罰令出瓦三萬片修文廟，始得釋。 

7) 近年、中国のテレビ局が制作し、長期にわたって放映されたドラマ「鉄歯銅牙紀暁嵐」続集 26集の劇中に「役

者に枷を嵌めた姿で芝居をさせるよう判決を下す」と題した一段がある。地方を巡って芝居を上演する一座

が宋代の奸臣賈似道をモデルにした『紅梅閣』を上演した際、たまたま国舅賈三彪子が自らの先祖を冒涜さ

れたとして紀暁嵐に訴え出たところ、紀暁嵐が故意に役者に枷を嵌めた姿で芝居をさせ賈家を揶揄したとい

う筋である。これは上記『子不語』中の故事を元に、この記録の何晴巌を紀暁嵐に、趙文華を賈似道に読み

替えたパロディである。 

8)  荒木猛「「金瓶梅」と楊継盛－小説と戯曲との奸計から見た－」（1996 年１月 『長崎大学教養学部紀要』

「人文科学篇」）参照。 

9)  なお、『表忠記』と題する劇本には、本編の他に清康煕年間に曹寅撰と伝えられる伝奇作品がある。『曲海

総目提要』巻 46 に「『表忠記』，一名『虎口餘生』，近時人作。聞出織造通政使曹寅手，未知是否。演明

末李自成之亂，本朝大兵聲討，小醜殄滅，死難忠魂，俱得昇天，故曰『表忠記』。」とあり、丁耀亢の『表

忠記』とは全く別の作品であることがわかる。 

10) 『明通鑑』巻 61 に「初，海既縛陳東等，退屯梁莊聽撫，宗憲與之約。海先期猝至，留甲士平湖城外，率酋

長百餘冑而入。趙文華懼，欲勿許，宗憲強許之。」と見える。 

11) 『緑野仙踪』には全 100 回本と全 80 回本の二系統のテキストがあり、概ね前者は抄本、後者は刊本である。

現存 古の版は乾隆 36 年侯定超の序を冠した付された抄本で、北京大学、北京図書館等に蔵する。なお、

当該部分は 100 回系抄本のそれであり、80 回系刊本では 54 回から 57 回に当たる。 

12) 趙文華の長子については、『明實録』巻 451 に「嘉靖三十六年九月辛亥朔革原任工部尚書趙文華職爲民謫其

子錦衣衛千戸懌思
．．

戍邊上既稔知文華罪惡雖斥去意猶未平而言官無攻發之者…」と見え実在が確認できる（『明

史』は「愼思
．．

」に作る）。胡宗憲に関しては、嘉靖 44 年に獄死した後隆慶 6 年に長子胡桂奇の嘆願により

倭寇鎮圧の功績を以て罪が許され（『明故総督浙直福江等處軍務兼巡撫浙江少保兼太子太保兵部尚書兼都察

院右都御史胡公行實』）、更に萬暦 17 年孫の胡燈の上奏により埋葬が認められ「襄懋」の諡を賜っている。

また、安徽省龍川に現存する『龍川胡氏宗譜』には次子胡松奇，三子胡柏奇が見えるので、小説中の「胡彪」

が架空人物であることが見てとれる。張経・曹邦輔の子孫の名は史料には記載が見えない。 

13)  「十美圖」とは、本来は明代の画家唐寅が太祖の第 17 子朱宸濠のために画いた 10 人の美人図のことだが、

本劇の 後に嘉靖帝が兄弟合わせて 10 人の妻を描いた一幅の肖像画を褒美とすることに因んで命名された

ものである。なお、「十美圖」説話は演劇の他に弾詞や宝巻といったさらに民間色の強い通俗文芸にも翻案

されている。詳細は下記参考文献 1.および 2.参照。 

14)  なお、他の地方劇には川劇（四川）、滇劇、徽劇（安徽）、秦腔（陝西）、評劇（河北）に「鬧巖府」，湘

劇には「紅梅閣」があって、いずれも同一の故事を題材とした作品である。 

15)  越劇「謝閣老」の原本については、現在のところ文字化された劇の全容を知ることが困難で、DVD 等に映

像化された資料のみ入手可能である。ここに記す劇の梗概はこれらの映像資料に基づくものである。 

16)  以下の載せる民間伝説は全て 2007 年浙江省寧波市政府が「非物質文化遺産保護工作」の一環として市内で

網羅的に調査活動を実施し、その成果を整理刊行した報告書『甬上風物』に収録されたものである。『甬上

風物』は民間に伝承されている無形文化を三年余の時間を費やして地域ごとに丹念に収集し、それらを伝

説・歌謡・祭祀等の項目に分類したものである。項目総数 1 万 2 千、収集件数は約 20 万、質・量ともに空

前の成果と言え、史料的な価値は極めて高い。 

17) 明陳洪謨『繼世紀問』巻 4 に「浙江紹興府勘報經明行修者四人，内餘姚三人。逆瑾以爲谢閣老遷所私，執送

錦衣衛鎮撫司問。其一人妄招，祠連謝，因及洛陽。劉瑾以爲奇貨，可騁宿忿，笑曰:“令人我彀中矣。”言

于上，必欲置謝于邊戍。頼李閣老曲爲辨析，令其爲民。」と見える。 

18) 明焦竑『玉堂叢話』巻 5 に「謝公遷既歸，瑾意叵測，人皆危之，曰:“天祐皇明，我當無他，不見劉遠誠之
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事乎？”處之裕如。日與客圍棋賦詩以自娯，若不知有憂患者。」と見える。謝遷は政治においては一途に正

論忠義を通す一方、自身の進退には頗る淡泊で、真に中国伝統の大人の風格を備えた人物だったらしい。朝

廷を逐われ故郷に戻った謝遷からは至って鷹揚に余生を送ったと伝えられる。 

19) 『開慶四明續志』巻 3 に「（江）至慈溪之夾田橋，橋南五里，民田阻之，江流不得直達，乃迂出其傍，旱歳

無沾丐利，潦則泛濫墟落，苦之。…」と見える。 
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中国古典历史戏剧小考 

 

KAWASHIMA Ikuo 
 

  2009 年 8 月中旬笔者在中国浙江省绍兴市对该地的古戏台进行实地调查时，在市内一个乡村

地区偶然遇到了全村居民汇聚一堂的庆祝活动，并现场观赏了一个小规模私设剧团演出的越剧表

演。上演的剧目是“赵文华献妻”，笔者对此剧目并不熟悉，后来通过对有关文献资料的调查才发

现此戏是一位现代戏剧作家编写的越剧作品《谢阁老》中的一段。 

本稿的目的是：首先对现存有关赵文华的史料与传说的内容进行比较分析，然后对有关描写

赵文华故事的小说、戏剧等历代文学作品的发展过程及其演变特征加以考察。 

赵文华是明朝一个著名的权臣，他生前经历种种变故曾被收录《明史》《明实录》等史书与

明清时代的文人笔记中。嘉靖年间，严嵩、严世蕃父子独揽大权，为了掌握一切权益彻底镇压反

对派官员。严嵩的干儿子赵文华，也是蛮横无理的严派之一。历史上对他人品的见解大体相同，

是个在世时为忠良臣僚所厌恶，死后也遭众人责难的人物。普遍流传在民间的传说当然也受这种

看法的影响，传说的内容几乎都叙述他的胡作非为，因此由传说改编而写成的小说、戏剧、评弹

等作品中，他的形象均带有浓厚的反面人物的色彩。万历间以后编刊的两篇戏剧－《鸣凤记》与

《表忠记》－都描写了为反抗严嵩一派的专制而奋起的文武忠诚义士的活跃。明末清初出版的拟

话本集《西湖二集》《型世言》《三刻拍案驚奇》中的几篇作品也叙述了在剿灭土匪作战中严派与

反对派之间的激烈矛盾。这些戏剧和小说是明清白话文学中描写赵文华故事的初期作品，对登场

人物的设定，情节的安排都相当忠实于史书上的记录。严、赵等反面人物，在作者笔下被刻画得

淋漓尽致，从而暴露了明王朝政治的黑暗腐败。清朝中期以后形成的通俗文学，在叙述赵文华故

事的作品里,主题的创作上出现了一些变化。《绿野仙踪》与《玉蟾记》这两篇小说在故事情节的

安排上继承了上述作品，但前者从新添加了一些模仿明代神魔小说的道教色彩，后者在故事情节

的构成中引进了一些佛教轮回转生的思想，使两部作品各自具有独特的风格。 

越剧是民国初年在浙江绍兴开创的新兴地方戏，因为赵文华的故乡慈溪县位于靠近绍兴的宁

波，所以根据有关他生平经历的传说而改编创作的剧本也不少。初期剧目有《十美图》，本来是越

剧前身嵊州<连台本戏>中的一篇作品，其后《十美图》全幕中最博好评的一幕《盘夫索夫》作为

独立的剧本开始上演，现在已经成了古典历史戏中最有名的剧目之一。 

《谢阁老》是描写明朝余姚出身的名士谢迁与其女婿赵文华之间发生的纠葛摩擦的故事。谢

迁是成化年间的状元，历史上谢赵两人不属于同一年代，故事与人物关系均属虚构。《谢阁老》的

作者是假托流传在民间的几个传说故事编写了一部平明易解，富有娱乐性的戏剧作品。 




