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楊家将・楊令公の物語
―その最期を中心に―

田 渕 欣 也

楊令公を始祖とする楊家将の物語は、北宋の名将であった楊業にまつわる史実を発端とす

る。楊業がそもそも物語の題材として取り上げられるようになった要因は、将軍としての活

躍に加え、その悲劇的な最期にもあった。本稿は、楊業の最期を中心とする史実が楊家将物

語においてどのように描かれているかについて、小説や戯曲作品を取り上げて考察を行うも

のである。まずは、楊家将物語がどのように成立していったのかについて、推論による補足

も含めながら整理を行った。続いて、小説『楊家府世代忠勇通俗演義志傳』と史実との関わ

りについて、具体的に史書の記述との比較検討を行い、これにより小説が史書の記述を適宜

取り入れていることが確認できた。一方、読者の感情を煽り立てるための演出として、悪役

の存在や楊令公の最期の描写など、史実からはみ出してアレンジを加えている部分も存在し

ている。また、雑劇「開詔救忠」における楊令公の最期について、小説と比べて簡潔な脚本

の描写から、実際に舞台上で演じられる際には、役者の裁量によって様々な動作や演出が行

われていた可能性を指摘した。

はじめに

楊家将の物語は、日本ではそれほど知られてはいないものの、中国では『三國志演義』や

『水滸傳』などにも劣らぬ人気を持ち、物語中の登場人物についても、子供から大人まで、誰

もがよく知るところである1）。その物語は、北宋の名将であった楊業（？～九八六）にまつわ

る史実を発端としている。

最初にこの楊業の姓名について述べておきたいが、これは北漢に仕えていた頃に賜った劉繼

業という姓名を、北宋へ帰順した際に改めたものである2）。ただし史料によっては、北宋に仕

えている時期であるにも関わらず、名を繼業と表記している場合もある3）。物語中では楊繼業

と名乗ることも多いが、それよりはもっぱら楊令公と呼ばれる。令公とは中書令の尊称であり、

北魏の高允や唐の郭子儀が令公と呼ばれていたことが正史の各伝に見える。楊業に関しては、

後述の歐陽脩「供備庫副使楊君墓誌銘」に「與契丹戰歿、贈太師・中書令（契丹との戦いで死

に、太師・中書令を贈られた）」とある4）。しかし北宋における中書令は、元豊の改革以前は

原則として没後にのみ贈られるものであり5）、楊業の場合もそうなっていた。従って、物語中

の楊繼業が生前から令公と呼ばれているのは時代錯誤である。それ故に、後世の小説では、出

陣の際に赤い令字旗を立てていたからという設定をわざわざ新たに作らざるを得なかった。
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さて、その楊業は太原府（山西省太原市）の人。北漢から北宋へ帰順して以降、遼に対する

国境防衛に活躍したが、奸臣に陥れられた結果、遼の捕虜となって命を落としたという経歴を

持つ。物語中で次々と代替わりしていく楊家の当主にあって始祖と呼ぶべきは楊繼業であるが、

そのモデルとなった楊業がそもそも物語の題材として取り上げられるようになった要因は、将

軍としての活躍に加え、その悲劇的な最期にもあったことは疑いない。楊業が遼との戦いで命

を落としたという史実は、物語中でも踏襲されて大きく扱われている。以降、楊家は代替わり

を繰り返し、それに比例して物語は時に荒唐無稽なまでに展開していくことになるのだが、ひ

るがえって考えるならば、楊家将物語が成立していく上で発端にして中核となったのはこの部

分だったはずであり、その重要度は非常に高いといえよう。

本稿では、楊業の最期を中心とする史実が楊家将物語においてどのように描かれているかに

ついて、小説や戯曲作品と比較しながら見ていきたい。

一、楊家将物語の発生と発展

まずは、楊家将物語がどのように成立していったのかについてまとめておこう。

楊業については、その没後間もない北宋時代から既に名将として評価されていたようであり、

包拯は『包孝肅奏議集』巻九「議邊・論邊將・第一章」の中で次のように述べている。

臣近者累曾上言、以河北沿邊將帥未甚得人、特乞精選、其代州尤不可輕授。縁代州與雲應

等州相去至近、路又垣平、古今最是難控扼之所。太宗朝以驍將楊業守之、業歿、繼以給事中

張齊賢守之、其愼重用人如此。

私が先頃重ねて申し上げましたように、河北の国境を守る将軍は未だ良き人材を得ており

ませんので、厳密にお選びになり、代州（山西省代県）においては特に軽々しく任じになら

れないようにお願い致します。代州は雲州（山西省大同市）や應州（山西省応県）などと互

いに近く、道も平坦でありますので、古今を問わず最も守るのが難しい地であります。太宗

の世では驍将の楊業にこれを守らせ、業の没後は、続いて給事中の張齊賢にこれを守らせ、

このように慎重に人を用いられました。

また、歐陽脩による「供備庫副使楊君墓誌銘」（『居士集』巻二十九）がある。これは楊業の

族孫に当たる楊畋の父、楊琪の墓誌銘であり、楊琪の曾祖父の楊弘信は楊業の父、祖父の楊重

勳は楊業の弟である。この中では、楊業とその息子の楊延昭について次のように記す。

父子皆爲名將、其智勇號稱無敵、至今天下之士至於里兒野豎、皆能道之。

彼ら父子（楊業と楊延昭）は共に名将であり、その智勇から無敵と称され、今なお天下の
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優れた人物から田舎の子供に至るまで、皆彼らの優れた点について物語ることができる。

この記述からは、楊業父子に関する話が民間にも広まっており、人気が高かったことが窺わ

れる。

更に『續資治通鑑長編』（以下、『長編』と略す）巻二百三十七・煕寧五年（一〇七二）八月

庚子の条において、王安石が楊業に同情的な見解を示している。

楊業亦爲姦人所陥、不得其死。將帥盡力者乃如此、則誰肯爲朝廷盡力。

楊業も悪人に陥れられ、非業の死を遂げた。将軍で力を尽くした者がこのようであったの

に、誰が朝廷のために力を尽くそうとするだろうか。

これらの楊業に対する名将としての評価と、悲劇的な最期を迎えたことへの同情が、楊家将

物語が生まれる素地となっていったことは想像に難くない。

北宋時代は、燕雲十六州（河北・山西の北部）をめぐって契丹族の遼と国境紛争が続いてい

たが、結局その侵入に対抗できず、毎年銀や絹を送ることで平和を保っていた。やがて北宋は、

女真族の金と同盟を結んで遼を駆逐したものの、金に対する背信行為を繰り返して不興を買う

こととなる。靖康元年（一一二六年）、金軍の南下により都の開封府（河南省開封市）は陥落

し、欽宗とその父の徽宗をはじめとする数千人が捕虜として北へ連行された。いわゆる靖康の

変である。その後、欽宗の弟の高宗が即位し、臨安府（浙江省杭州市）を都とする南宋時代と

なる。異民族によって祖国を失い、皇帝を捕虜にされるという屈辱を味わった南宋の人々にとっ

て、失地回復は悲願となり、その中で対異民族戦において活躍した古今の将軍達に注目が集ま

ることとなった。当然ながら、北宋に仕えて遼と戦った楊業父子も俎上に載せられるようにな

る。

楊家将物語の形成は、南宋頃には既に始まっていた。宋末元初の羅燁が著した、南宋の状況

を伝えるとされる講談の種本集『醉翁談録』甲集巻一に、「小説開闢」という講談目録がある。

そこでは当時の「小説」（読み切り講釈）の題名が列挙されており、「朴刀」の条に「楊令公」、

「捍棒」の条に「五郎爲僧」の名が見える。この内「五郎爲僧」は、楊家の五男である楊五郎

が出家する話と考えられるのだが、問題となるのは「楊令公」である。楊家将初代の楊繼業に

まつわる話なのは確かであろうが、その内容については、遼との戦いか、あるいは楊繼業が北

漢に仕えていた頃の北宋との戦いか、といったことが想像されるに過ぎない。

ただし、もう少し踏み込んで想定することも可能である。無名氏による雑劇「漢鍾離度脱藍

采和」（古名家本）の第一折において、次のようなやり取りが見える。

藍采和 いくつか道士様にお聞かせしよう。（唱う）
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【油葫蘆】

“どの雑劇でもあなたが見て気に入ったものを選んで下され”

鍾離權 随分勝手な口ぶりだな。

藍采和（唱う）

“我ら芸人がどうして勝手なことを言おうか

これは確かに才人書会の最新作”

鍾離權 才人が作ったものならば、聞かせてみよ。

藍采和（唱う）

“私は「于祐之金水題紅怨」や

「張忠澤玉女琵琶怨」をしよう”

鍾離權 いくつか武劇をしてくれ。

藍采和 いくつか武劇をしてみましょう。（唱う）

“「老令公刀對刀」や、「小尉遲鞭對鞭」をしようか

はたまた「三王定政臨虎殿」か”

鍾離權 だめだ、他のものをしろ。

藍采和（唱う）

“「詩酒麗春園」が良い”

【天下樂】

“それとも「雪擁藍關馬不前」をしようか6）”

この雑劇「藍采和」は、鍾離權が芸人の藍采和を仙界へ導いて解脱させるという筋書きを持

つ、いわゆる度脱劇の一つであり、引用した部分は、天から下界へやって来た鍾離權が藍采和

のいる芝居小屋を訪れて、何か演じて見せるように言う場面である。ここに挙げられる数々の

劇は、ほぼ全て、元代の劇作家の経歴や作品を記した『録鬼簿』において関連する題名を見出

すことができるか、そうでなくとも当時の人々によく知られていた故事を背景としている。そ

の中で注目したいのが「老令公刀對刀」である。老令公というのはやはり楊繼業のことであり、

元・明代の楊家将ものの雑劇においては金刀老令公や金刀教手などと呼ばれている。現存する

楊家将雑劇の中に「老令公刀對刀」は含まれていないが、その題名から、楊繼業が刀を振るい、

恐らくは同様に刀の使い手である相手と渡り合うという内容であったと想像できる。無論、こ

の「老令公刀對刀」と「楊令公」とを同一視することはできまいが、楊繼業のイメージや、

『醉翁談録』の「朴刀」が甲冑を着けて馬に乗って戦う武人の物語であったとされる7）ことな

どを考えると、「楊令公」においても殺陣を披露することが見せ場となっていた可能性は十分

にあるだろう。

元末明初の陶宗儀による『南村輟耕録』巻二十五「院本名目」には、院本（金・元代に行わ
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れた滑稽劇）に「打王樞密爨」という演目があったことが見える。王樞密とは、楊氏一族と対

立する奸臣の一人、王欽（王欽若ともいう）のことと思われる。また雑劇においても、楊家将

は題材として好んで用いられた。元代のテキストは現存していないものの、『録鬼簿』に見え

る「孟良盜骨殖」と「私下三關」は、明の臧懋循による『元曲選』（万暦四十三・四十四年

〔一六一五・一六一六〕序）に収められている「昊天塔孟良盜骨」と「謝金吾詐拆清風府」に

それぞれ関連があると見なされている。趙琦美による『脈望館鈔校本古今雜劇』（万暦四十～

四十五年〔一六一二～一六一七〕校定）には、「楊六郎調兵破天陣」、「焦光贊活拿蕭天佑」、

「八大王開詔救忠臣」、「黄眉翁賜福上延年」が収められている8）。

そして明代において、様々な時代を扱う歴史小説が制作される中で、北宋に仕える楊家将を

題材とする小説が成立した。『楊家府世代忠勇通俗演義志傳』（以下、『楊家府』と略す）と

『北宋志傳』である。

まず『楊家府』は、万暦三十四年（一六〇六）序刊本があり、全八巻五十八則から成る。

「秦淮墨客校閲、煙波釣叟參訂」と題され、序にも「万暦丙午長至日秦淮墨客書」と署名され

ている。この秦淮墨客とは、江寧の紀振倫、字は春華のこととされるが、生卒年などの詳細は

不明である。ただ『折桂記』や『新刻出相點板宵光記』など、秦淮墨客の署名を持つ戯曲が少

なからず存在し、そのいずれもが南京の書肆である唐氏と組んで出版されていることから、唐

氏に雇われていた専属の戯曲改作者であったと目されている9）。だとすると小説『楊家府』は、

秦淮墨客が関わった作品としてはやや毛色の異なるものであったのかもしれない。

一方の『北宋志傳』は、明の嘉靖年間に福建建陽書坊の書商であった熊大木の撰とされる

『南北兩宋志傳』の後半部に当たる。万暦二十一年（一五九三）序刊本などがあり、全十巻五

十回本。清代に『南北兩宋志傳』が『南宋志傳』と『北宋志傳』に分割されて販売されると、

『北宋志傳』は『北宋金鎗全傳』や『天門陣演義』などと名前を変えながら、『楊家府』がそれ

ほど版を重ねなかったのとは対照的に、広く普及して読み継がれていった10）。

小説『楊家府』と『北宋志傳』の内容は、楊六郎が死ぬまでの主要部分に関してはほぼ同様

である。しかし、『楊家府』が全体を通じて楊氏一族の物語のみを描いているのに対し、『北宋

志傳』では、序盤部において、楊業と同じく北宋の名将とされる呼延贊の物語が語られている。

この小説二種を比較する際に問題となるのは、どちらがより古い楊家将物語を反映している

のかという点であるが、これについては小松謙氏が詳細に検討されている11）。それによると、

『北宋志傳』冒頭の按語に「収集楊家府等傳、總成二十巻（楊家府などの伝を集め、計二十巻

とした）」と記され、『北宋志傳』巻頭に掲げられる「古風長篇」詩の中で、『楊家府』でしか

語られていない楊文廣の南征や楊宣娘の活躍について言及がなされていることなどから、『楊

家府』の方が『北宋志傳』よりも古い内容を留めているとする。ただし、『北宋志傳』で活躍

する王貴と金刀馬氏という人物が、『楊家府』では第五巻第二則の、遼が敷く天門陣を破るべ

く各地の軍が集結する場面になって突如として登場するように、『楊家府』が『北宋志傳』を
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参考にして取り入れた部分も存在しており、お互いに影響を与え合いながら現在の形になった

と目される。小松氏は、元々存在していたであろう原『楊家将』とでも呼ぶべき楊氏一族につ

いてのまとまった物語を仮定し、『北宋志傳』はそれを基に呼延贊の物語を付加した上で史書

を利用して歴史書らしい体裁をつくろったもの、『楊家府』はほぼ原本に則りながら省略と追

加を行ったものと推定している。

楊家将を題材とする小説二種は、出自を同じくするものであるだけに、分化した後でも互い

の間での取捨選択は容易であったに違いない。その際に生じた整合性の欠如についても、恐ら

く当時の読者はどちらか一方しか知らないということはなく、両系統の物語をおおよその形で

理解していたために、大きく問題視されることはなかったのであろう。本稿では、小説につい

ては主として、より古い内容を留めているとされ、かつ楊家将の物語のみを収めて単独の作品

として成立している『楊家府』に基づいて話を進めていくこととする12）。

二、史実との関わり

ここからは、『楊家府』と史実との関わりについて具体的に見ていきたい。『楊家府』の楊令

公の代、特に第一巻第七則から第八則に当たる楊令公が戦死する場面では、史実に基づいた描

写がかなり見られる（『北宋志傳』では第十八回に当たるが、記述が大幅に異なる）。『楊家府』

における展開は、以下のようになっている。

宋は遼の南進に備えるため、潘仁美を元帥として十万の兵を代州へ出撃させ、楊令公はそ

の先鋒として六郎延昭、七郎延嗣と共に従軍する。楊令公は慎重に戦うよう進言するが、彼

に対して含むところのある潘仁美からは拒否され、また王�からもその態度を咎められたた

め、陳家谷に陣を布いて遼軍を待ち受けるよう請い、やむなく自らは出陣する。潘仁美は一

旦は陳家谷に陣を布くが、遼軍が敗走したと誤認し、手柄を立てようとその場を離れてしま

う。そして楊令公が敗れたとの報告が入ると、潘仁美は諸軍を率いて撤退する。楊令公は奮

戦しながら陳家谷まで退いたものの、既に自軍の姿はなく、楊七郎が救援を請いに潘仁美の

陣へ向かうが、逆に弓矢によって射殺されてしまう。楊令公は傷を負い、馬も疲れ果ててし

まったため、その地にあった李陵廟に入り、三日間食を絶った後、自ら李陵碑に頭を打ちつ

けて死ぬ。

楊令公のモデルとなった楊業は、『宋史』巻二百七十二に伝が立てられており、楊業が戦死

に至る発端について次のように記す13）。

雍熙三年（九八六）、大軍で北へ攻め込み、忠武軍節度使の潘美を雲・應路行営都部署と
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し、楊業にその副官となるように命じた。西上閤門使・蔚州刺史の王�と、軍器庫使・順州

團練使の劉文裕にその軍を守らせた。各軍は雲・應・寰・朔の四州を攻め落とし、桑乾河に

駐屯したが、その時曹彬の軍が不利になったので、それぞれの路で軍を返し、美らは代州へ

戻った14）。

楊業はこの時、勢い盛んな遼軍と正面からぶつかることを避け、潘美（『楊家府』の潘仁美

に相当）に対し、四州の人民を安全に内地へ移すことを優先して戦うべきであると進言する。

その意見を遮る王�の言葉が、『宋史』では「君侯素號無敵、今見敵逗撓不戰、得非有他志乎

（貴公は平素から無敵と渾名されているのに、この度は敵を見て恐れ留まり戦おうとしないと

は、まさか異心を抱いているのではなかろうな）」とある一方で、『楊家府』第一巻第七則では

「將軍素號無敵、今見敵推託不戰、得非有他志乎」とあり、明らかに対応している。

続いて『宋史』は、楊業が反論しながらも、自ら危険な出陣をしなければならなくなり、潘

美に作戦を託す悲痛な姿を描く。

楊業は「私は死を恐れているのではありませんが、状況が不利であれば、いたずらに兵卒

の命を損なうだけで戦功を立てることはできません。今貴公が私のことを死を恐れていると

責めるのでしたら、皆様のために先駆けとなりましょう」と言った。進軍しようとする時、

泣きながら潘美に「この進軍はきっと不利です。私は太原の降将で、死ぬべき運命でした。

しかし皇帝は私を殺さず、目をかけて太守とし、兵権を授けられました。私は敵の勝手にさ

せて討たないわけではなく、好機を伺い、わずかな戦功を立てて帝の御恩に報いるつもりで

す。今皆様は私が敵を恐れていると責めなさる。私は敵中で真っ先に死にましょう」と言い、

そこで陳家谷の入り口を指さして、「皆様は歩兵と強弩で陣を張り、援軍として左右両翼と

なり、私が転戦してここに至るのを待ち、歩兵で挟撃してお助け下さい。さもなくば、皆殺

しとなりましょう」と言った15）。

一方『楊家府』では、記述をいくらか省略したり入れ替えたりしながらも、『宋史』の記述

に基づいて、楊令公に次のように発言させている。

私は死を恐れているのではありませんが、状況が不利であれば、いたずらに命を損なうだ

けで、戦功を立てることはできません。私は太原の投降兵で、死ぬべき運命でしたが、帝の

御恩を蒙って殺されず、兵権を授けられました。今敵に遇って、勝手にさせて討たないわけ

にはいきません。好機を伺い、わずかな戦功を立てて、帝の御恩に報いるのみです。皆様は

私が異心を抱き、奮戦しようとしないと責めておられるが、我が身を惜しもうとは思いませ

ん。皆様のために先駆けとなりましょう。ただし陳家谷にて、皆様は外側に歩兵と強弩で陣
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を張り、お助け下さい。さもなくば、皆殺しとなりましょう16）。〈第一巻第七則〉

そして『楊家府』は、続く第一巻第八則において、楊令公の死について次のように描写して

いる。

さて潘仁美は心中で令公を亡き者にしようと考えていたが、行く時に伏兵となるように言

われたので、ひとまず王�らと共に陳家谷に陣を布いた。寅の刻から午の刻になっても、楊

業の消息が得られなかったため、人に托邏臺へ登って眺めさせたが、それでも何も見えなかっ

た。皆は遼の兵が敗走したと思い、手柄を立てようと、すぐさま一斉に谷の入り口を離れ、

交河に沿って南進した。二十里進み、楊業が敗戦したことを聞くと、潘仁美は密かに喜び、

諸軍を率いて鴉嶺へ退いた。楊令公は蕭撻懶と戦っては退き、陳家谷に着いたが、一人の兵

も見えなかったので、胸を叩いて慟哭し、「潘仁美の悪党めが、わしを陥れたか」と罵った。

…〔中略〕…

しばらくすると、兵卒が、村人が言うにはここは狼牙谷であると報告した。楊令公は非常

に驚き、羊（＝楊）が狼の牙に遭えば、どうして生きることができよう、と心に思った。そ

こで人々を率いて頑張って脱出しようとし、遼の兵を百人余り斬り殺した。さらに馬に鞭打っ

て前進したが、馬は疲れ、駆け回ることができなくなったので、楊令公は深い林の中に隠れ

た。耶律奚底が林の中に上着の姿を見てこれを射たところ、楊令公の左の二の腕に当たった。

令公は怒り、林を出て再び攻めかかると、遼の兵は散り散りになって逃げた。令公は前方の

山に一軒の廟があるのを眺め見て、軍勢を率いて見に行くと、李陵の廟であった。そこで馬

を下りて詩を一首作り、

君は是れ漢の将

我もまた宋の臣

一般に陷害に遭い

怨恨幾れの時にか伸べん

（貴方は漢に仕えた将軍であり

私も宋に仕える家臣である

同じように陥れられた身であり

この恨みはいつになれば晴れるのだろうか）

と壁面に書き記した。

…〔中略〕…

さて令公は遼の兵が戦いをしかけて来ないので、絶食したが、三日経っても死なず、人々

に「帝が手厚く私を用いて下さったので、国境を守り賊を討ってこれに報いようとした。し

かし図らずも奸臣に追い詰められ、皇帝の軍を大敗させるに至り、私は何の面目があって生
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きることを求めようか」と言った。この時配下にはまだ百人余りがいたので、彼らにも「お

前達にはそれぞれ父母や妻子がおろう。私と共に死ぬのは無益なことであり、逃げ戻って私

に代わり帝に状況をお知らせするのがよい」と言うと、人々は皆感激し、「将軍と共に命を

尽くしたく思います」と言った。楊令公は「外からの救援はなく、遼の兵に幾重にも囲まれ

ており、結局この災いは逃れ難いだろう。それに私は平素から無敵と称していたので、もし

遼の者に生け捕られれば、彼らから辱めを受けるだろうから、今のうちにさっさと死ぬ方が

ましだ」と推察した。考えが決まると、南に向かって拝礼し、「太宗様はくれぐれもお体を

大事になさって下さい。私はもはや生きて朝廷に戻り再びお顔を拝見することはできません」

と言い終えるや、赤銅の兜を脱ぎ、李陵の碑に頭を打ちつけて死んだ。年は五十九歳であっ

た。兵士達は楊令公が死んだのを見ると、奮い立って谷を出て攻めかかったが、尽く遼の兵

に斬り殺され、二、三人が逃れただけであった17）。

この部分も、多少複雑ではあるが、やはり史書の記述を適宜取り入れている。基礎となって

いるのは『宋史』「楊業傳」における次の記事である。

潘美は王�と共に配下の兵を率いて谷の入り口に陣を布いた。寅の刻から巳の刻になり、

王�は人に托邏臺に登らせて眺めさせると、契丹が敗走したと思い、功を争おうとして、兵

を率いて谷の入り口を離れてしまった。潘美は留めることができず、そのまま灰河に沿って

西南に二十里進んだ。突然楊業が敗れたと聞くと、すぐさま兵を率いて退却した。楊業は力

を尽くして戦い、正午から夕方になり、思った通り谷の入り口に着いた。しかし誰の姿も見

えないので、憤って胸を叩いて慟哭し、再び配下の兵を率いて力を尽くして戦った。身体に

は数十の傷を負い、兵士も殆ど全滅していたが、それでも自ら数十人を討ち取った。馬が重

傷を負って進めなくなったため、遂に契丹に捕らえられ、息子の楊延玉も戦死した。楊業は

ため息をつき、「帝が手厚く私を用いて下さったので、賊を討ち国境を守って報いようとし

たのに、却って奸臣に追い詰められて、帝の軍を大敗させるに至るとは、何の面目があって

生きることを求めようか」と言った。そこで絶食し、三日後に死んだ18）。

更に『楊家府』では、上記の死亡記事に続いて記されている楊業の逸話も挿入されており、

その死をより悲劇的に演出している。

朔州（山西省朔州市）で敗れた時、配下にはまだ百人余りがおり、楊業は「お前達にはそ

れぞれ父母や妻子がおろう。私と共に死ぬのは無益なことであり、逃げ戻って帝にお知らせ

するのがよい」と言った。配下の者は皆感極まって泣きその場を離れようとしなかった。�

州（山東省�博市）刺史の王貴は数十人を討ち取ったが、矢が尽きて遂に戦死した。その他
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の者も死に、一人も生きて帰る者はいなかった。この話を聞く者は皆涙を流した19）。

楊業が死ぬ前後の状況については、敵国側である『遼史』からも窺うことができる。まず

『遼史』巻十一「聖宗本紀」統和四年（九八六）秋七月丙子の条に、次のような記述がある。

宋の将軍の楊繼業は元々勇猛さを自負し、楊無敵と号し、北方の雲・朔など数州を占拠し

ていた。この時、兵を率いて南方の朔州へ三十里進み、狼牙村へ着いたが、その名を嫌い、

進まなかった。側仕えの者が強いて求めたため、進むことにした。しかし耶律斜軫に出会い、

伏兵が四方に現れ、流れ矢に当たり、落馬して捕らえられた。傷が悪化して絶食し、三日後

に死んだ20）。

また『遼史』巻八十三「耶律斜軫傳」には、楊業が捕縛された際の具体的な状況が記されて

いる。

伏兵が現れ、耶律斜軫が進攻すると、楊繼業は敗走し、狼牙村に着いたが、衆軍は総崩れ

となっていた。楊繼業は流れ矢に当たり、捕らえられた。耶律斜軫が責めて、「お前は我が

国と勝敗を争うこと三十年余りになるのに、今日何の面目があって相まみえるのだ」と言っ

た。楊繼業はただ「申し訳ない」と言うだけであった。元々、楊繼業は宋において勇猛さで

知られ、人々から楊無敵と号され、国境を守る策を申し立てた。狼牙村に着くと、心中でこ

れを嫌い、避けようとしたができなかった。捕らえられ、三日後に死んだ21）。

同じく巻八十三にある「耶律奚低傳」には、「繼業敗于朔州之南、匿深林中。奚低望袍影而

射、繼業墮馬（楊繼業は朔州の南で敗れ、奥深い林の中へ隠れた。耶律奚低が上着の姿を見て

射ると、楊繼業は落馬した）」とある。この記述により、楊業を射たのが耶律奚低であったこ

とがわかる。また、楊業が狼牙村に陥りその名を不吉に思ったことや、耶律奚低（底）に射ら

れたことは、先述のように『楊家府』に取り入れられている。

三、史実からの改変

ここまで『楊家府』が史実に基づいている部分を見てきたが、一方で史実からはみ出してア

レンジを加えている部分も存在している。

まず典型的なのは、潘美、すなわち『楊家府』の潘仁美が悪人とされていることであろう。

『楊家府』では潘仁美が楊業を陥れた張本人のようにされているが、『宋史』「楊業傳」の記述

を見る限り、宋軍が敗れた原因は王�の独断専行にある。先述の楊業に対する挑発的な発言も
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踏まえると、楊業を陥れた責めを負うべきは王�であった。無論、王�の行動を制御できなかっ

たという点で上官としての責任問題は免れ難いとはいえ、潘美が楊業への悪意を抱いて行動し

ていたと読み取ることはできない。

また『楊家府』には、陳家谷を脱出して援軍を要請しに来た楊七郎に対して、潘仁美は出兵

するどころか、楊七郎を木に縛りつけた上で次々と矢を射かけて殺してしまったという場面が

ある。これも根本としては、楊業と共に息子の楊延玉も戦死したという「楊業傳」の記述を踏

まえたものであろう。しかし、筆者が既に論じたことがある22）が、木に縛りつけて矢を射か

けるという行為は、遼で実際に行われていた射鬼箭という儀式ないし処刑法を意識したもので

あり、そこには、潘仁美に野蛮な遼の処刑法を用いさせることによって悪役ぶりをより強調す

るという狙いがあったと思われる。

このように潘仁美については、史実を足がかりとしながらも、悪人にしようという意識も相

まって大幅にアレンジが加えられている。ただし『宋史』巻二百五十八「潘美傳」によれば、

その生涯で失策らしきものは、陳家谷における敗戦のみであり、最晩年には宰相の位を賜り、

一族から皇后も輩出している。後世の物語においては、必要以上に不名誉な役割を背負わされ

てしまったといえよう23）。ちなみに「潘美傳」では、潘美が没後に中書令を贈られたと記さ

れている。当然これは慣習的なものだったのであろうが、『楊家府』における楊令公と潘仁美

の描写を見るにつけ、運命の皮肉のようなものを感じずにはいられない。

もう一つ注目すべき改変は、楊令公が李陵碑に頭を打ちつけて死ぬことになっている点であ

る。頭を物に打ちつけて死ぬという方法について、古い例としては『春秋左氏傳』宣公二年の

条に見える、霊公から趙盾暗殺を依頼された�麑が趙盾の誠実な人柄に感動し、板挟みとなっ

て槐樹に頭を打ちつけて死んだというものがある。このエピソードは、『蒙求』に「�麑觸槐」

として収められ、雑劇「趙氏孤兒」（元刊本など）においても言及されている。また「西廂記」

（弘治本）巻五第四折において、ヒロイン崔鶯鶯との結婚がかなわなかった鄭恆による、「要這

性命怎麼。不如觸樹身死（この命などいるものか。木に頭を打ちつけて死んでしまおう）」と

のパロディ的な白がある他、雑劇「忍字記」（息機子本）第四折で劉均佐が松の木に頭を打ち

つけようとし、『封神演義』第九回で商容が宮殿の柱に頭を打ちつけて死ぬのも、やはりこの

変形である。

では楊令公の場合を確認してみよう。史書によると、楊業は遼の兵に捕らえられ、食を断っ

て三日後に死んでいる。それが『楊家府』では、傷つき疲れ果てた末に李陵を祀る廟へと辿り

着き、匈奴に降伏した李陵に同情を寄せながら、遂に李陵碑に頭を打ちつけて死ぬという、非

常に劇的なものになっている。付言すると、三日間の絶食をこの直前に取り込むことによって、

追い詰められた状況を強調する一方で、楊令公に虜囚の辱めを受けさせないよう配慮がなされ

ており、史書の記述が吟味された上で取捨選択されていることがわかるであろう。特に後者に

関しては、捕らえられた後に責められて謝罪の言葉を口にするという、『遼史』「耶律斜軫傳」
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に見える屈辱的な記述が完全に無視されていることからも明らかである。

こうした改変は、当時の楊業への同情を端的に表すものではあるだろう。ただし他の場面も

含めて、史実を踏まえながらも楊業の言動に大胆な敷衍や変更を加えていることは、あくまで

も読者の感情を煽り立てるための演出と見ることが可能であり、やはりそもそもの発想は史実

から出発しているのである。

四、雑劇における描写

最後に、雑劇で描かれる楊令公の最期について見ていきたい。先に見た楊家将を題材とする

雑劇の内、楊令公が登場するのは「昊天塔」と「開詔救忠」の二種である。ただし「昊天塔」

における楊令公は、第一折で既に戦死した亡霊として登場するに過ぎないため、生前の楊令公

が登場するのは「開詔救忠」のみとなる。「開詔救忠」は『脈望館鈔校本古今雜劇』に内府本

として収められている無名氏の作品で、題目を「楊六郎報讐雪冤恨」、正名を「八大王開詔救

忠臣」という24）。遼との戦いの最中、楊令公が上官の潘仁美に陥れられて戦死すると、息子

の六郎楊景は朝廷に訴え、遂に仇を討つという内容である。

それでは、具体的な描写について見てみよう。楊令公は、やはり潘仁美から先鋒を命じられ、

不利な状況でありながらも出陣せざるを得なくなり、戦い続けている間に虎口交牙峪へと閉じ

込められてしまう。楊令公と息子の六郎は奮戦し、六郎が包囲を突破するものの、力尽きた楊

令公は李陵碑に頭を打ちつけて死ぬのである。

楊令公 六郎は出撃して行った。図らずも蕃将によって私の馬の脚を叩き折られてしまい、

誰かに殺されるよりは自ら死ぬ方がましだ。ここは李陵碑であり、私は石碑に頭を打ちつ

けて死ぬとしよう。帝も見そなわせ。

“宋朝に父子八人で降伏した時

潘仁美は矢の恨みを抱いていた

今から石碑に頭を打ちつけて死に

魂は先んじて閻魔にまみえよう”

韓延壽 ああ、惜しいことに楊令公は、李陵碑に頭を打ちつけて死んでしまった。楊六めは

陣を突破して行き、我らの兵の大半を失った。小者に老将軍の死体を運ばせ、本陣へ功を

献上しに行こう25）。〈楔子〉

この場面から受ける印象として、「開詔救忠」で描写される楊令公の死に様は意外に簡潔で

あると思われるかもしれない。しかし、これはあくまでも文字化された脚本上でのことであり、

実際に舞台上で演じられる際には、何らかの演出を伴っていたと思われる。
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例えば、雑劇における武劇の脚本では、戦闘を行う場面は「做戰科」といったト書きがある

のみだが、実際には役者によるアクロバットや立ち回りなどが演じられていたことは、容易に

想像できよう。「開詔救忠」のこの場面では、ト書きすら見えない。だからといって、英雄の

最期がおざなりに演じられていたはずはないのであり、やはり役者の裁量によって様々な動作

や演出が行われていたに違いない。筆者が二〇一〇年に上海の逸夫舞台で見た折子戯では、楊

令公が李陵碑に頭を打ちつける仕草をした後、全身を大きくのけ反らせ、限界まで反らしたと

ころでばったりと倒れる僵死（仏倒し）を披露しており、客席からは拍手と喝采が湧き起こっ

ていた。

おわりに

本稿では、楊家将の始祖と呼ぶべき楊業または楊令公について、特にその最期を中心に見て

きた。

まず、楊家将物語がどのように成立していったのかについて、推論による補足も含めながら

整理を行った。続いて、小説『楊家府』と史実との関わりについて、具体的に史書の記述との

比較検討を行い、これにより『楊家府』が史書の記述を適宜取り入れていることが確認できた。

一方、読者の感情を煽り立てるための演出として、悪役の存在や楊令公の最期の描写など、史

実からはみ出してアレンジを加えている部分も存在している。また、雑劇「開詔救忠」におけ

る楊令公の最期について、脚本の描写が小説と比較して簡潔なものとなっていることから、実

際に舞台上で演じられる際には、役者の裁量によって様々な動作や演出が行われていた可能性

があることを指摘した。

これまで見てきたように、楊家将物語は、楊令公の世代までは比較的史実を基礎として進行

する。しかし次の楊六郎の世代からは、史実との乖離が大きくなり、荒唐無稽な物語へと変貌

していくのである。楊六郎以降の世代については、稿を改めて論じたい。

【付記】

本稿は、日本学術振興会による平成二十八年度科学研究費補助金（基盤研究Ｃ）課題番号 15K02445

「『夷堅志』の総合的研究」の成果の一部である。

【注】

1）楊家将の物語についての代表的な先行研究として、中国においては、衞聚賢「楊家将考証」（『小説考

証集』、説文社、一九四四年所収）、余嘉錫「楊家将故事考信録」（『余嘉錫論学雑著』、中華書局、一九

七七年所収）、鄭騫「楊家将故事考史證俗」（『景午叢編』下編、臺灣中華書局、一九七二年所収）など

があり、また中国で発表された論文を収めた蔡向昇・杜雪梅主編『楊家将研究・歴史巻（楊家将研究叢

書）』（人民出版社、二〇〇七年）がある。日本においては、上田望「講史小説と歴史書（3）―『北宋

志傳』、『楊家將演義』の成書過程と構造―」（『金沢大学中国語中国文学教室紀要』第三輯、金沢大学文

学部中国語学・中国文学講座、一九九九年）、木田知生「楊業と楊家将をめぐる諸問題」（『龍谷史壇』
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第百十四号、龍谷大学史学会、二〇〇〇年）、小松謙「『楊家府世代忠勇通俗演義傳』『北宋志傳』―武

人のための文学―」（『中国歴史小説研究』、汲古書院、二〇〇一年所収）などがある。

2）『長編』巻二十・太平興国四年（九七九）八月戊申の条に「復姓楊氏、止名業（姓を楊氏に戻し、名

〔から繼の字〕を減らして業とした）」とある。

3）北宋の曾鞏『隆平集』巻十七・武臣の条は「楊�、或曰繼�」と記す。なお「�」は「業」の転訛で

ある。

4）ただし『長編』巻二十七・雍熙三年八月辛亥の条、南宋の王稱『東都事略』巻三十四、『宋史』「楊業

傳」は、没後に贈られた官位を太尉・大同軍節度使とする。楊業の官位を中書令とするものとしては、

他に元の程鉅夫『雪樓集』巻十六「忠烈廟碑」がある。これは松浦智子「『南北宋志伝』「五郎為僧」故

事と「建文帝出亡」伝説」（『中国古典小説研究』第十五号、二〇一〇年）二八頁などの諸論文が再三指

摘するように、元代から力をつけてきた播州楊氏が楊業ら太原楊氏との繋がりを詐称していたことを示

すものであるが、その中に「鄰郡帥充廣寔太原舊族贈中書令業之孫、鄭州防禦使延朗之子、來與通譜、

命其子貴遷爲昭嗣。…〔中略〕…自是太原之族復合、而守播者乃令公之後（隣州の元帥の楊充廣は太原

の古い一族である贈中書令楊業の孫、鄭州防禦使楊延朗の子で、系譜を通じ合わせ、子の楊貴遷に〔播

州の〕楊昭の跡を継がせた。…〔中略〕…これより太原の一族が合流し、播州の長官は令公の子孫となっ

た）」と見える。もしこれが当時喧伝されていた内容を忠実に伝えるものであるならば、楊令公の呼び

名が広まった要因として播州楊氏の活動が関わっていた可能性があろう。

5）北宋の沈括『夢溪筆談』巻二・故事二の記事。また南宋の洪邁『容齋三筆』巻十二「兼中書令」も参

照。

6）原文は「（正末云）我數幾段師父聽�。（唱）【油葫蘆】甚雜劇請恩官望着心愛的選。（鍾云）�這句話

敢�自專麼。（正末唱）俺路�毎怎敢自專。這的是才人書會�新編。（鍾云）既是才人編的、�説我聽。

（正末唱）我做一段于祐之金水題紅怨、張忠澤玉女琵琶怨。（鍾云）�做幾段脱剥雜劇。（正末云）我試

數幾段脱剥雜劇。（唱）做一段老令公刀對刀、小尉遲鞭對鞭。或是三王定政臨虎殿。（鍾云）不要、別做

一段。（正末唱）都不如詩酒麗春園。【天下樂】或是做雪擁藍關馬不前。」

以下、雑劇の引用については、各影印本及び王季思主編『全元戯曲』（人民文学出版社、一九九〇・

一九九九年）の校訂を参照したが、こちらで文字や句読を改めた部分もある。なお武劇と訳した「脱剥

雜劇」については、青木正兒「元人雑劇序説」（『青木正兒全集』第四巻、春秋社、一九七三年所収）第

二章「雑劇の組織・雑劇の分類」三六七頁において解説がなされている。すなわち明の朱權『大和正音

譜』「雜劇十二科」の一つに「�刀	棒」とあり、その下に「即脱膊雜劇」と注されていることと関連

して、「脱膊」とは袖をまくり上げて二の腕を露わすこと、劇においては腕まくりで敵と戦うことであ

り、「脱剥」はこの「脱膊」の訛りであるとする。

7）小松謙『「四大奇書」の研究』（汲古書院、二〇一〇年）第三部第一章「『水滸傳』成立考―内容面か

らのアプローチ―」一六五頁による。

8）現存する楊家将雑劇六種の内、「昊天塔」が一説に元の朱凱の作とされているのを除き、他は全て無

名氏の作品とされている。

9）金文京『折桂記』（京都大学漢籍善本叢書第十七巻、同朋舎、一九八一年）「解説」二一～二四頁参照。

10）小説『楊家府』及び『南北兩宋志傳』の出版事情に関しては、前掲の上田望「講史小説と歴史書（3）

―『北宋志伝』、『楊家将演義』の成書過程と構造―」、同「講史小説と歴史書（2）─『残唐五代史演義』、

『南宋志傳』の構造と変容─」（『東洋文化研究所紀要』第百三十七号、東京大学東洋文化研究所、一九

九九年）に負うところが多い。また松浦智子「『北宋志伝』と『楊家府世代忠勇演義伝』─その編著者、

旧本、前後関係について─」（『名城大学人文紀要』第四十九巻三号、名城大学人文研究会、二〇一四年）

では、両者の書誌情報について先行研究を踏まえた上で整理がなされている。

11）前掲の小松謙「『楊家府世代忠勇通俗演義傳』『北宋志傳』―武人のための文学―」一八八～一九四頁

参照。

12）テキストとしては、『楊家府』は『楊家府世代忠勇演義志傳』（国立中央図書館、一九七一年）、『北宋

志傳』は『南北兩宋志傳』（『古本小説叢刊』第三十四輯、中華書局、一九九一年）を用いた。

13）楊業の戦死については、『長編』巻二十七・雍熙三年八月の条にも記述がある。
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14）原文は「雍熙三年、大兵北征、以忠武軍節度使潘美爲雲・應路行營都部署、命業副之。以西上閤門使・

蔚州刺史王�、軍器庫使・順州團練使劉文裕護其軍。諸軍連拔雲・應・寰・朔四州、師次桑乾河、會曹

彬之師不利、諸路班師、美等歸代州。」

15）原文は「業曰、業非避死、蓋時有未利、徒令殺傷士卒而功不立。今君責業以不死、當爲諸公先。將行、

泣謂美曰、此行必不利。業太原降將、分當死。上不殺、寵以連帥、授之兵柄。非縱敵不�、蓋伺其便、

將立尺寸功以報國恩。今諸君責業以避敵。業當先死於敵。因指陳家谷口曰、諸君於此張歩兵強弩、爲左

右翼以援、俟業轉戰至此、即以歩兵夾�救之。不然、無遺類矣。」

16）原文は「業非畏死、時有未利、徒傷其生、不能立功。業乃太原降卒、其分當死、荷蒙聖上不殺之恩、

授以兵柄。今遇敵、豈敢縦之不�。盖欲伺其便、以立尺寸之功、以報聖上之恩耳。然諸君責業有異志、

不肯死戰、尚敢以自愛乎。當爲諸君先行。但陳家谷、諸君幸於此處張設歩兵強弩、以相救也。不然、無

遺類矣。」

17）原文は「却説仁美心欲害令公、因其臨去埋伏之言、亦假意與王�等列陣陳家谷。自寅至午、不得業之

消息、使人登托邏臺望之、又無所見。皆以爲遼兵敗走、欲爭其功、即一齊離谷口、沿交河南進。行二十

里、聞業戰敗、仁美暗喜、引諸軍退回鴉嶺去了。令公與蕭撻懶且戰且走、走至陳家谷、見無一卒、撫胸

大慟、罵曰、仁美老賊、生陷我也。…〔中略〕…須臾、小卒回報、郷民説是狼牙谷。令公大驚、暗忖羊

遭狼牙、安得復活。遂引衆奮勇殺出、�死遼兵百餘人。再策馬前進、其馬疲�、不能馳驟、令公遂匿深

林之中。耶律奚底望林中袍影射之、遂射中令公左臂。令公怒、復�殺出林、遼兵四散走了。令公遙見前

山一廟宇、乃引衆軍往視之、卻是李陵之廟。遂下馬題詩一律於壁間云、君是漢之將、我亦宋之臣。一般

遭陷害、怨恨幾時伸。…〔中略〕…却説令公見遼兵不來索戰、遂絶食、三日不死、乃與衆人言曰、聖上

遇我甚厚、實期捍邊討賊以仰答之。不意爲奸臣所逼、而致王師敗績、我尚有何而目求活。時麾下尚有百

餘人、又謂之曰、汝等倶有父母妻子。與我倶死無益、可走歸報天子、代我達情。衆皆感激言曰、願與將

軍同盡。令公忖道、外無救援、遼兵重圍、畢竟難脱此厄。且我素稱無敵、若被遼人生擒、受他恥辱。不

如趁今早死之爲愈也。主意已定、乃望南拜曰、太宗主人善保龍體、老臣今生不能還朝再面龍顔矣。言訖、

取下紫金�、撞李陵之碑而死。年凡五十九歳。衆軍士見令公既死、遂奮激殺出谷來、盡被遼兵�死、止

逃走二三人而已。」

18）原文は「美即與�領麾下兵陣于谷口。自寅至巳、�使人登托邏臺望之、以爲契丹敗走、欲爭其功、即

領兵離谷口。美不能制、乃縁灰河西南行二十里。俄聞業敗、即麾兵却走。業力戰、自午至暮、果至谷口。

望見無人、即拊膺大慟、再率帳下士力戰、身被數十創、士卒殆盡、業猶手刃數十百人。馬重傷不能進、

遂爲契丹所擒、其子延玉亦沒焉。業因太息曰、上遇我厚、期討賊捍邊以報、而反爲姦臣所迫、致王師敗

績、何面目求活耶。乃不食、三日死。」

19）原文は「朔州之敗、麾下尚百餘人、業謂曰、汝等各有父母妻子。與我倶死無益也、可走還報天子。衆

皆感泣不肯去。�州刺史王貴殺數十人、矢盡遂死。餘亦死、無一生還者。聞者皆流涕。」

20）原文は「宋將楊繼業初以驍勇自負、號楊無敵、北據雲・朔數州。至是、引兵南出朔州三十里、至狼牙

村、惡其名、不進。左右固請、乃行。遇斜軫、伏四起、中流矢、墮馬被擒。瘡發不食、三日死。」

21）原文は「伏兵發、斜軫進攻、繼業敗走、至狼牙村、衆軍皆潰。繼業爲流矢所中、被擒。斜軫責曰、汝

與我國角勝三十餘年、今日何面目相見。繼業但稱死罪而已。初、繼業在宋以驍勇聞、人號楊無敵、首建

梗邊之策。至狼牙村、心惡之、欲避不可得。既擒、三日死。」

22）田渕欣也「楊家将雑劇から見る習俗と時代背景」（『人文論叢』第四十一号、大阪市立大学大学院文学

研究科、二〇一三年）五四～五七頁参照。

23）楊家将物語における潘美の扱いについては、清の焦循『劇説』巻二でも議論がなされている。

24）主な登場人物は、楊景（第一折・第二折・楔子・第四折の正末）、寇	公（第三折の正末）、楊令公、

楊七郎、八大王、潘仁美、韓延壽（冲末）、土金宿（淨）など。以下にあらすじを示す。

遼の韓延壽が兵を率いて代州城を包囲したので、帝の命により潘仁美が元帥に、賀懷簡と劉君期が副

元帥に、楊令公と息子の楊景、楊七郎が先鋒に任じられる。八大王は潘仁美が楊令公に私怨を抱いてい

ることを警戒し、呼延贊を監軍に付ける。潘仁美は楊令公らが遅参したとして彼らを処刑しようとする

が、呼延贊によって阻止されたので、翌日出陣して功で罪を補うように命じる。楊令公は翌日が悪日で

あるとして潘仁美に日を改めるように求めるが、聞き入れられない。〈第一折（原文では「頭折」とす
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る）〉

楊令公らは韓延壽の配下の土金宿と戦う。敗走する土金宿を追う内に両狼山の虎口交牙峪へ誘い込ま

れ、閉じ込められる。〈第二折〉

楊七郎が包囲を突破し、潘仁美らの陣へ援軍を求めに行くと、潘仁美は聞き入れず、楊七郎が恨み言

を述べると木に縛りつけて矢で射殺し、陳林と柴敢に死体を桑乾河へ放り込むように命じる。楊七郎の

霊魂が楊景の夢に現れ、自分が潘仁美によって惨殺されたことを告げる。楊令公と楊景は韓延壽と戦い、

楊景は東京へ落ち延びるが、力尽きた楊令公は李陵碑に頭を打ちつけて死ぬ。〈楔子〉

楊景の訴えを受け、太尉の黨彦進が潘仁美の陣へやって来る。黨彦進は潘仁美を騙して元帥の印を奪

い、潘仁美、賀懷簡、劉君期を捕らえる。更に寇�公が皈依寺へ護送された潘仁美らを訪ね、楊令公を

わざと窮地に追いやったという自白を引き出す。また陳林と柴敢も証人となったので、潘仁美らは東京

へ護送される。〈第三折〉

その頃、天下に大赦が下されることになる。潘仁美ら三人が許されることを恐れた八大王は、夜の内

に楊景を牢の中へ行かせ、潘仁美らを殺させる。楊景は明朝に自首するが、大赦が下されたことにより、

潘仁美らを殺した罪は許される。〈第四折〉

25）原文は「（令公云）六郎殺出去也。不想被番將打折了我馬腿、他殺不如自殺。此處乃是李陵碑、不如

我撞碑而死。皇天可表。降宋朝父子八人、潘仁美想一箭之因。今日個撞碑身死、一靈兒先見閻君。（韓

延壽云）�、可惜了楊令公、他撞李陵碑身死了也。楊六兒撞出陣去了、折了俺大半番兵。着小番擡着老

將軍屍首、大營裏獻功去來。」

TheStoriesoftheGeneralsoftheYang楊 Family
andYangLinggong楊令公 :Focusingonhisdeath

TABUCHIKinya

YangLinggong楊令公 isthefatherofTheStoriesoftheGeneralsoftheYang楊 Family,andthe

storyisbasedontheactualhistoricaleventsconcerningYangYe楊業 whowasagreatcommander

duringBeiSong北宋 period.ThefactorwhyYangYewastakenupasathemeofthestoryishis

militaryactivityandtragicdeath.ThispaperexamineshowYangYe・sdeathandhistoricalevents

aredescribedamongnovelsanddramasaboutGeneralsoftheYangFamily.FirstIsummedup

howTheStoriesoftheGeneralsoftheYangFamilywasformed,andtriedtoanalyzeandsupple-

mentthem.Ithenmadeacomparisonbetweenanovel・Yangjiafushidaizhongyongtongsuyanyi

zhizhuan・楊家府世代忠勇通俗演義志傳andhistorybooks.Inconsequence,Iconfirmedthatthenovel

adoptedhistorybooks・sentences,while,asadirectiontostirupthereaders・emotion,thereare

arrangementsthatgoovertheactualhistoricalevents,suchastheexistenceofthevillainandthe

descriptionofYangLinggong・sdeath.Moreover,YangLinggong・sdeathinthescriptofYuan-Ming

drama・Kaizhaojiuchen・開詔救臣 ismoreconcisethanthenovel,soitispossiblethatvariousmove-

mentsanddirectionsweredoneonthestageattheperformer・sdiscretion.
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