木鹿大王攷

――『三国志演義』とメルヴと雲南ナシ族をつなぐ一試論
柿沼 陽平

はじめに
木鹿大王。三国志好きを自称する者ならば、誰しもが一度は耳にしたことのある名前であろ
う。筆者自身は子供のころ、同世代の他の多くの青少年と同様、横山光輝氏の漫画『三国志』
や吉川英治氏の小説『三国志』を入口として、三国志の魅力にとりつかれた。そのときに木鹿
大王や兀突骨といった南蛮武将から受けたインパクトは、今でも忘れられない。では、彼らは
実在したのか。もし実在の人物でないとすれば、彼らはいつ、なぜ、どのような社会的背景の
もとで創造されたのか。本稿は、以上の諸問題に関し、筆者なりの仮説を提示するものであ
る。

一、『三国志演義』版本研究よりみた木鹿大王らの起源
（1）毛宗崗本『三国志演義』よりみた諸葛南征
現代日本で人口に膾炙している横山光輝『三国志』や吉川英治『三国志』といった作品は、
いうまでもなく、『三国志演義』（以下、『演義』）に基づいている。『演義』は、紀元前 2 世紀～
紀元前 3 世紀のいわゆる三国時代の史実をふまえて作られた文学作品の一種で、一般に羅貫中
の作とされ、「七分實事、三分虛搆」（章学誠『丙辰札記』）といわれる。もとより近現代の歴史
哲学者が指摘するごとく、「實事」（史実）と「虛搆」（フィクション）の線引きは困難を伴うが、
少なくとも『演義』に何らかの「虛搆」が込められたのは「實事」である。その意味で筆者
は、史実と虚構の線引きを不可能と断ずる考えに賛同しないけれども、とくに諸葛亮の南蛮遠
てい

征に関しては、虚構とおぼしい箇所が多く、「蛮族」然とした体の南蛮西南夷が頻出する。彼
らの名前も非漢人風のものが多く、彼らの実在性を疑うには十分である。まずは現行の毛宗崗
本『演義』を用い、彼らの登場場面を概観しよう。
蜀漢では、劉備亡きあと、丞相諸葛亮が皇帝劉禅を輔佐する体制をとっていた。だが建興 3
年（225 年）、南蛮王孟獲が建寧郡太守雍闓と反乱し、牂牁郡太守朱襃・越嶲郡太守高定も早々

に孟獲側に寝返ったため、諸葛亮は南征を開始する。諸葛亮はまず、高定側の先鋒隊長鄂煥を
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破り、離間の策によって雍闓・朱襃・高定の仲を裂き、高定に雍闓・朱襃を殺害させ、高定と
鄂煥を赦免した。また孟獲に抗する永昌郡城に入り、太守王伉・功曹呂凱と面会する。諸葛亮
は呂凱を道案内役とし、彼のもつ『平蛮指掌図』を手がかりに、さらに奥地へ進軍する。雍闓
敗北の報を耳にした孟獲は、さっそく三洞の元帥（第一洞の金環三結、第二洞の董荼奴、第三洞の
阿会喃）を集め、金環三結を中央に、残る二人を左右に配するが、金環三結は殺され、董荼奴・

阿会喃は捕縛される。そこで孟獲が出陣し、忙牙長がその先鋒を買って出るが、敗北して孟
獲・忙牙長は捕えられる（一擒）。しかし孟獲は諸葛亮に心服せず、そこで諸葛亮は孟獲を捕
らえるたびに、意図的に解放することにする。孟獲は瀘水付近の土城に立てこもるが、董荼奴
らの裏切りで再度捕縛される（二擒）。のちに解放された孟獲は、裏切者の阿会喃・董荼奴を
殺すと、弟孟優を諸葛亮のもとに派遣し、偽装降伏を試みる。だが諸葛亮は真意を見抜き、孟
優を宴会で酔い潰させ、奇襲を図った孟獲を捕縛する（三擒）。続いて孟獲は、黄金・真珠・
宝貝を八番・九十三甸等の地に送り、獠兵を借りて決戦に備えるが、諸葛亮は西洱河（洱海）

に達すると、三度敗北を偽装して相手を油断させ、またも孟獲を破る（四擒）。そこで孟獲は

西南の禿龍洞洞主朶思大王を頼る。蜀漢軍は炎天下の日射や毒泉等に苦しむも、後漢・伏波将
軍馬援廟で出会った人物（山神）から万安隠者（孟獲の兄孟節）の存在を教えられ、万安隠者か
ら毒泉の攻略方法等を聞く。おりしも西の銀冶洞洞主楊鋒が孟獲に加勢するが、楊鋒は裏切
り、孟獲はまたも捕縛される（五擒）。つぎに孟獲は、本拠地銀坑洞での決戦を決意し、帯来
洞主（孟獲の妻の弟）の発案によって銀坑山（梁都）西南の八納洞洞主木鹿大王（魔術に通じ、象
に乗り、風雨を起こし、虎・豹・狼・毒蛇・蠍と、三万の兵を従える）にも援軍を頼む。諸葛亮軍は

連弩の毒矢攻撃を受けながらも三江城を陷し、朶思大王を殺し、銀坑洞から出陣してきた祝融
夫人（孟獲の妻）も返り討ちにする。さらに猛獣の絡繰人形を駆使して木鹿大王を殺し、偽装
降伏を図った孟獲を捕える（六擒）。孟獲はいよいよ東南七百里の彼方にある烏戈国の兀突骨
を頼る。兀突骨は身長 2 丈で、五穀を食べず、生きた蛇や獰猛な獣を食べ、体には鱗が生え、
刀矢を通さない。配下も藤甲を着用し、それは渡河時には沈まず、刀矢を通さない。兀突骨は
土安・奚泥を率いて桃花水に出陣し、蜀漢軍を破る。そこで諸葛亮は烏戈国―三江城間の盤蛇
谷（手前は塔郎甸）に伏兵して兀突骨軍を焼殺し、孟獲を捕縛し、さしもの孟獲も諸葛亮に心
服した（七擒）。
以上が毛宗崗本の南征関連記事の梗概である。そこには奇妙な名前をもつ南蛮人が次々登場
し、諸葛亮の行く手を阻む。だが当時の出土文字史料や、陳寿『三国志』・常璩『華陽国志』

等の魏晋期の伝世史料には、鄂煥・金環三結・董荼奴・阿会喃・忙牙長・朶思大王（禿龍洞洞
主）・孟優（孟獲の弟）・万安隠者（孟節）・楊鋒（銀冶洞洞主）・帯来洞主（孟獲の妻の弟）・祝融夫
（1）

人（孟獲の妻）・兀突骨（烏戈国）の名は一切登場しない（以下、木鹿大王ら）。では、彼らの登場
時期はいつか。つぎに毛宗崗本以外の『演義』の諸版本を確認してみよう。
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（2）『演義』版本研究よりみた木鹿大王らの登場時期
周知のごとく、『演義』は手抄本として伝わり、明の嘉靖年間に刊本化し、現在では膨大な
諸版本がある。ほとんどは万暦年間（1573 年―1620 年）以降に刊行されたもので、比較的古い
ものとしては、嘉靖元年（1522 年）の『三国志通俗演義』（いわゆる嘉靖本）や、嘉靖 27 年（1548
（いわゆる葉逢春本）が有名である。これらの版
年）の『新刊按鑑漢譜三国志伝絵象足本大全』

本を総覧すると、上記南征関連記事には版本間で文字の異同がある。とりわけ関羽の子の関索
（2）

（架空の人物）が登場する版本系とそうでない版本系の別や、二十四巻系版本（毛宗崗本を含む）
・

二十巻系繁本・二十巻系簡本の別は重要である。また二十四巻系版本（嘉靖本以外）と二十巻
系簡本では関索は南征にのみ登場するが、二十巻系繁本（葉逢春本以外）では荊州の関羽を訪
問するさいに登場し、南征には登場しない。かかる版本研究が上海市嘉定県明代墓出土の説唱
（3）

詞話『花関索伝』の研究をもふまえている点は、いまや周知のことである。結果、
『演義』版
本に関しては現在、中国はもとより、日本でも井上泰山・金文京・中川諭・小松謙・上田望・
（4）

井口千雪諸氏などの研究があり、朝鮮銅活字本の発見もあいまって活況を呈している。そこで
は南征関連記事の文字の異同を一つの手がかりとし、版本同士の先後関係を探る試みがなされ
ている。
上記の『演義』版本研究の成果をもとに上記南蛮武将名を確認すると、管見のかぎり、版本
間の多くの文字異同とは対照的に、彼らはどの版本にも登場する。すなわち『演義』版本は、
（5）

たとえば金文京氏が列記するものだけでも相当な数になるが、筆者が目睹したのは嘉靖本・葉
逢春本のほか、陳翔華主編『三国志演義古版叢刊続輯』所収の日本蔵夏振宇刊本三国志伝・日
本蔵熊仏貴刊三国志史伝（忠正堂本）・南京蔵李卓吾評本三国志・北平旧蔵熊清波刊本三国志全
伝（誠徳堂本）・北平旧蔵周曰校刊本三国志通俗演義や、『三国志演義古版叢書五種』所収の喬
山堂本三国志伝（劉龍田本）・双峰堂本批評三国志伝（余象斗本）・湯賓尹校本三国志伝・朱鼎臣
輯本三国志史伝・六巻本三国志（聚賢房本）、そして天理図本（明清善本小説叢刋初編第十三輯）・
劉栄吾本（古本小説叢刊所収）、夷白堂本・黄正甫本・楊美生本である。このうち、どの版本が
原『演義』に最も近く、版本同士の関係が如何かには諸説あり、しかも上記版本は全版本の一
部にすぎない。だが南征関連記事を含む版本のうち、先行研究者が原『演義』に近いと指摘す
る版本はほぼ網羅したつもりである。しかも、たとえば金文京・中川諭・上田望・井口千雪諸
氏はそれぞれ諸版本をいくつかの系統に分類し、みな原『演義』より分岐したものとしている
が、上記版本はそれら全系統にまんべんなく配されうる。そして結論的には、それらすべてに
上記南蛮人名がみえる。するとこれより、上記南蛮人名の発祥は『演義』諸版本の分岐以前
（つまり原『演義』）に溯ると考えられる。ではその起源は具体的にどこまで溯りうるのか。
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二、元末明初に生まれた木鹿大王ら
以上のとおり木鹿大王らは、三国時代当時の出土文字史料や、陳寿『三国志』・常璩『華陽

国志』等の魏晋南北朝期の伝世史料に登場せず、またその出現は原『演義』に溯る。すると木
鹿大王らの出現は隋代～元末明初に求められることになる。そこで当該時期の関連史料を概観
すると、次のとおりである。
唐代には、職業としての説話人（話芸を行なう芸人）がおり、三国時代物語の語り手も含ま

（6）

れ、魏晋南北朝時代にはない三国時代関連の伝説・伝承が登場しはじめている。また史書・仏
（7）

典・詩歌等にも三国時代の英雄が散見する。だがそこに木鹿大王らは登場しない。
宋代には、子供相手の三国志語りの存在が確認でき、すでに「説三分」のごとく劉備を善
玉、曹操を悪玉とするプロットも登場していた。「説三分」は北宋の首都汴京で上演され（『東

京夢華録』巻五京瓦伎芸）
、南宋の上演演目には確認できない（呉自牧『夢粱録』）。また『三国志

平話』（後述）も、精確な華北の地理描写を含むものの、他地域の地理描写は粗略である。ゆ

（8）

えに「説三分」や『三国志平話』の内容は南宋臨安であまり上演されなかったともいわれる

（ただし南宋の洪邁『容斎随筆』巻十一や朱熹『朱子語録』巻三二等に講談師の語り口を彷彿とさせる三
（9）

国志記載がみえるため、南宋期に三国志語りが皆無だったとはおもえない）。

その後、宋代の盛り場（瓦市・瓦舍）での雑劇（舞台演劇の一種。唱中心で白と科も加わる）の流
行に伴い、俳優座や脚本書きは南北に分化し、とくに北では元代戯曲（元曲）が生まれた。そ
れは、冷遇された元代漢人知識人が戯曲作成に食扶持を求めたためとも、伝統的漢人文化（戯
曲軽視）を解さぬモンゴル人が戯曲を支持したためともされるが、実際には戯曲の台頭は金代

に溯り、読書人と文盲庶民の中間に位置する下級知識人（科挙官僚の元で働く実務家等）が台頭
（10）

（11）

したことによる。結果、金元代には『三国志』関連の雑劇・戯曲もさかんに上演された。ただ
しそこにも木鹿大王らは登場しない。
また宋元代には、陳亮『三国紀年』・李杞『改修三国志』・蕭常『続後漢書』・翁再『蜀漢
書』・鄭雄飛『続後漢書』・郝経『続後漢書』・趙復『蜀漢本末』・張枢『続後漢書』・王希聖
『続漢春秋』・趙居信『蜀漢本末』も登場する。これらは三国時代に関する史書で、一部は『演
義』の典拠になったことで知られる。現存するのは『三国紀年』・『蕭氏続後漢書』・『郝氏続後
漢書』・『蜀漢本末』である。とくに『演義』（葉逢春本）の南征記事は、『三国志』（及び裴松之
注）・
『資治通鑑』・『資治通鑑綱目』の文面との一致度が低く、『蜀漢本末』との関係が深く、

原『演義』（いわゆる羅貫中原本）とは別の撰者が『蜀漢本末』や民間伝承を参考に後補したと
（12）

される。だが結論をいえば、これらにも木鹿大王らは登場しない。
元の至治年間（1321 年―1323 年）以降には、『三国志平話』・『三分事略』も登場する。『三国
志平話』は、正式名称を『至治新刊全相平話三国志』という。中国ではつとに散佚し、日本の
国立公文書館内閣文庫に所蔵され、福建刊本特有の上図下文形式を有する。当時勾欄（芝居小
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屋）で催された小唱（小唄）・傀儡戯（人形劇）・影戯（影絵芝居）・説話（語り芸）・説諢話（落語）

等のうち、説話には小説（講談師が怪談・恋愛・裁判等の短話を語る芸）や講史（講釈師が歴史物語
を語る芸）があり、小説が書物化したものを話本、講史が書物化したものを平話という。平話

は説話人の種本といわれることもあるが、当時三国志物語の説話人は盲人ゆえ（嘉靖元年刊『三
国志通俗演義』序）
、彼らが直接本書を読んだわけではあるまい。また本書は印刷され、各頁に
（13）

挿絵がある以上、本来読むための本でもある。内容は荒唐無稽な話や相互矛盾する話を含み、
登場人物が唱を歌いつつ登場する場面もあり、芝居小屋で売っているパンフレット類といわれ
ることもあるが、通俗性は必ずしもそれが民間でのみ読まれた証拠たりえない。むしろ先行す
る郝経『続後漢書』・趙居信『蜀漢本末』・胡琦『関王事蹟』も元帝アユルバルワダと深い関わ
（14）

りをもち、『三国志平話』も官人・文人間でよく読まれた。『三国志平話』は啓蒙的教養書とし
（15）

て刊行され、のちに娯楽書としても受容されたということなのであろう。以上をふまえて南征
記事をみると、諸葛亮が孟獲を「七擒七縦」する点は『華陽国志』に基づくが、雍闓がすぐ斬
られ、呂凱や杜祺が反乱軍に与し、蜀将王平が軍功なく処刑される点等は史料的根拠なき独創
で、『演義』とも異なる。ここで注意すべきは、本書が元代雑劇中の三国故事と内容面・文字
面で多く共通し、『三国志平話』以外の別種のテクストが当時並存したとは思われないことで
（16）

ある。もっとも、『三国志平話』以外にも『三分事略』があり、正式名称を『至元新刊全相三
分事略』というが、それは『三国志平話』と同じ挿図・版式の書で、内容の異同は少ない。
『三分事略』のほうが杜撰で、従来両者の先後関係が争点となってきたが、どちらにせよ両者
は同系統と目される。だが『三国志平話』・『三分事略』にも木鹿大王らはみえない。
以上、木鹿大王らは隋唐の文献や、金元代の雑劇・戯曲・文献に登場しないだけでなく、
『三国志平話』・『三分事略』にも登場しない。ただし前節で論じたように、彼らの出現が『演
義』の諸版本分岐以前に溯るのも事実である。すると彼らは元末明初に登場したとみてよかろ
う。ちなみに焦玉『武備火龍経』の序（永楽十年）には「火焚藤甲（火もて藤甲を焚く）」とあり、
兀突骨焼死関連記事とみられる。本書には後世の記録が混在するが、内容は焦玉本人の経歴と
（17）

符合し、明代火器関連の部分は精密ゆえ、後人による一部書き換えを含む原著と目される。す
るとこれも木鹿大王らの元末明初起源説の傍証となる。ともあれそれでは木鹿大王らはなぜ元
末明初に創作されたのか。

三、木鹿大王らの起源
（1）木鹿大王とメルヴ
諸々の架空の人物のうち、まず木鹿大王らの由来を鑑みると、じつは「木鹿」の語は魏晋南
北朝期史料に唯一一例のみみえ、『後漢書』西域伝安息国条に、
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安息国は和櫝城に居り、洛陽を去ること二万五千里。北のかた康居と接し、南のかた烏弋
山離と接す。地は方数千里、小城は数百、戸口勝兵は最も殷盛為り。其の東界の木鹿城は
（18）

号して小安息と為す。洛陽を去ること二万里。
とある。隋唐宋史料にも同様の記載が散見する（唐・杜佑『通典』巻一九二辺防八、宋・楽史『太
平寰宇記』巻一八四・四夷十三西戎五安息国条、宋・王欽若『冊府元亀』巻九五七外臣部）
。本文の「安

息」はアルシャク朝パルティアをさす。「木鹿」は一般にホラーサーン地方の大都市メルヴ
（19）

（20）

（Merv）に比定される。この通説には音韻学的批判もあるが、地理的配置上は木鹿＝メルヴと
（21）

みて大過ない。蘇其康氏によれば、メルヴは「Muru」・「Maru」・「Mary」ともいい、アラビ
ア語で「Marw」、古代ペルシア語で「Margu」に作る。漢文史料では「木鹿城」
・
「穆国」
・
「木
鹿」・「馬蘭城」・「馬魯」・「馬盧」・「麻里兀」に作り、「馬里」もメルヴとおぼしい。さらに
（22）

「朱録国」は「末録国」の誤字で、ともにメルヴと解される。「穆国」に関してはアムル説もあ
（23）

るが、他に異説はない。
またメルヴはいわゆる梁職貢図にも登場する。南朝梁の蕭繹（のち元帝）は、父武帝の即位
が 40 年前後に及んだ紀念にそれを作った。蕭繹は当時荊州刺史（526 年―539 年） で、武帝の
徳を慕い入貢した諸外国使節のうち、荊州訪問者の容貌を写生し、各国風俗を付記し、荊州未
（24）

訪問者に関しては別途調査し、職貢図を書き上げた。裴子野「方国使図」に倣ったとされる。
両者は佚文を残すのみだが、1960 年に南京博物院蔵の謨本残片（1077 年作成）がみつかり、滑
（25）

国以下 12 国の使節絵図と 13 国の記述があった。そこに「末国使」がみえ、使者の容貌が描か
（26）

れ、メルヴの使者と解される。付記も一部あり、『梁書』巻五四諸夷伝末国条とほぼ同文で、
（27）

『梁書』の典拠とみられる。後者によって前者を補うと、ほぼ次のように釈読できる。
（且）

ペル シア

バルフ

末国は漢世の旦末国の□□。勝兵万餘戸。北は丁零と、東は 白 題と接し、西は波斯と接
す。土人は剪髪し、氊 ……を着る。…… 牛羊 騾驢 多し 。今、王姓 は安、名は末粢盤。
「旦末」や「且末」は他文献にもみえ、一般にチェルチェン（Cherchen）に比定されている
バルフ

ペル シア

が、「 北は丁零と、東は 白 題と接し、西は波 斯 と接す」る「末国」は、音韻的・位置的にメ
メルヴ

チェルチェン

ルヴと解される。どうやら本文に「末国は漢世の旦末国の□□」とあるのは、末国と且末国が
（28）

当時混同されていたことをしめすようである。
メルヴには、もともと紀元前三千年紀以来、バクトリア―マルギアナ文化複合の村落遺跡が
あった。アケメネス朝ペルシア（前 550 年―前 330 年）の版図に組み込まれ、のちにアレクサン
ドロス大王の支配下に入り、アレクサンドリアとよばれた（アレクサンドロスが直接メルヴに赴い
たとの伝説や、彼が都市を創建したとの伝説の是非は措く）
。彼の死後は、セレウコス朝、バクトリ

ア、パルティア、ササン朝、エフタル、ウマイヤ朝イスラム、セルジューク朝トルコのもとで
繁栄を続ける。三国時代のメルヴはちょうどササン朝アルダシール一世（在位 224 年―241 年）
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に帰した頃で、梁職貢図所見のメルヴはエフタル領であろう。だがホラズム朝と交戦中のチン
ギス＝ハンが 1221 年に第四子トルイを遣わし、メルブを徹底的に破壊した結果、メルヴは 100
（29）

年以上荒野と化し、ティムール朝シャー・ルフ（在位 1409 年―1447 年）に再建された。すると
『演義』成立時（元末明初）にはメルヴは存在しないことになる。
以上、「木鹿大王」は「メルヴの大王」としか解せず、三国時代のそれはササン朝初代
君主アルダシール一世となる。だが現実に孟獲がそこまで影響力をもつはずがなく、木鹿
大王は『演義』の創作と考えられる。その出典を探ると、『演義』の典拠といわれること
もある『三国志』・『資治通鑑』・『通鑑紀事本末』・『資治通鑑綱目』・『増修陸状元集百家
注資治通鑑詳節』・『十七史詳節』・『少微通鑑節要』にはみえず、『後漢書』に基づくので
（30）

はないか 。

（2）西域・モンゴル系統の名前
では、なぜ『演義』作者は「木鹿大王」（ホラーサーン地方メルヴの大王）等を創作したのか。
ここで注意すべきは、これが孟獲の本来の統治範囲を大きく越えることである。『演義』の読
者や聞き手は、かかる奇怪な人名や地名を通じて南蛮西南夷のエキゾチックさを味わえる。ま
た多少史書に通する者は、これによって孟獲がいかに広大な地を治め、それを倒した諸葛亮が
いかに偉大かを感じる。するとこれこそが原作者の意図ではないか。そこで木鹿大王以外の人
名・地名の由来も検証すると、現時点で典拠不明の孟優・楊鋒・禿龍洞・藤甲兵を除けば、以
下のごとく分類される。
（１）自らの特徴や役回りをしめす名前（万安隠者孟節、帯来洞主・金環三結・兀突骨）。万安隠

者（劉龍田本・朱鼎臣輯本・聚賢房本は万安先生に作る）の名は、蜀漢兵の解毒を担う役回りに由
来し、孟節は「節」を重んじる彼の性格を体現する。帯来洞主の名は、木鹿大王等を味方とし
連れてくる意

て「帯 来」する役回りを体現する。金環三結は、「耳帯金環」する蛮兵の筆頭で、阿会喃・董
荼奴を含む三個師団の中核的存在ゆえの名か。兀突骨は（１）（３）双方に由来する可能性があ
る（後述）。
（２）南蛮西南夷を象徴する名前（八番、九十三甸、銀坑洞、阿会喃、董荼奴・祝融夫人）。八番は

羅・程・金石・臥龍・大小龍・洪・方・韋という元代の南方少数民族を、九十三甸は雲南省に
属する元代の地名（「九十二甸」に作る版本もある）をさす。銀坑洞も、元代雲南で銀鉱山が栄え
（31）

たことを反映する地名であろう。阿会喃の阿は、元末明初の非漢人武将の姓名として散見し、
現に明代雲南木氏土司の本名は「阿琮阿良」・「阿甲阿得」等で、南宋討伐戦で活躍したモンゴ
アジュ

ウリャンカダイ

アリハイヤー

ル軍将校に阿朮（兀良合台の子。襄陽の呂文煥を降す）や阿里海牙もいる（「会喃」の由来は不明）。
董荼奴は、「董茶奴」に作る版本もある点、「荼」と「茶」が古来混用されやすい点（現に葉逢
春本・朱鼎臣輯本・湯賓尹校本）
、唐代以降の雲南が茶馬貿易の要衝と化す点を鑑みると、「茶奴
ただ

を董 すもの（茶葉を運ぶ奴僕の監督者）」に由来するか。祝融夫人は祝融氏（顓頊の子で火の神。
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『山海経』海外南経によれば南方の神）に由来する。しかも三国時代南蛮西南夷には祝融の後裔を

自称する者が実在し（爨龍顔碑）、その点でも好都合な命名である。
（３）西域・モンゴル系統の名前（木鹿大王、烏戈国、鄂煥、忙牙長、朶思大王、兀突骨、盤蛇谷）
。

木鹿大王は考証済。「烏戈」国は他にみえない語で、「烏滸」（現在の壮族）と解されることもあ
るが、両者は居住地が異なるうえ、両字の字形や音韻も一致しない。また烏戈を烏滸に作る例
は皆無で、烏滸は漢代以来史料に散見し、烏戈と混同されたこともない。むしろ烏戈は、本来
「烏弋」に作り、
「烏弋山離」の略称であろう。現にソグディアナ（Suguda）は漢文史料で「粟
（32）

弋」・「栗弋」・「粟戈」・「粟特」等に作り、「弋」字と「戈」字の混同例がみられる。「烏弋山
離」はアレクサンドリアの訳で、一般にカンダハル（Kandahar）に比定されるが、松田壽男氏
（33）

はガズニ（Gazni）に比定する。中央アジアにはアレクサンドロスの東征以来、アレクサンドリ
アと名づけられた都市が複数存在し、それが本論争を生んだ。「盤蛇谷」は、保山市隆陽区の
（34）

蒲縹鎮馬街村・潞江鎮道街村内に比定されることもあるが、確たる史料的根拠はなく、それは
明代以後の伝承にすぎまい。現に「盤蛇」の地名は宋代以前の史料にみえず、「長蛇の如し」
とされるその地形に由来する名か。またその通仮字を含む地名に漢盤陀・渇槃陀・渇盤陀・喝
（35）

盤陀・渇飯檀・朅盤陀があり、タシュクルガン（Tashkurghan）に比定され、それとの関わり
も皆無とはいいきれない。
「鄂煥」に関しては、鄂を氏とする者や、煥を名とする者が宋代以
前の史料に若干登場するが、「鄂煥」の組み合わせは他にみえない。案ずるに、鄂州と呂文煥
に由来する氏名か。呂文煥は南宋襄陽の守将で 1273 年にモンゴルに降伏し、鄂州（現武漢）は
（36）

1258 年～ 1259 年にモンゴル軍を防いだ要衝で 1274 年に降伏した。南宋・文天祥「指南録」
（1276 年）が呂文煥を売国奴と罵った点を鑑みれば、呂文煥も鄂州も南宋を裏切ったには相違

なく、ゆえに両者の名が対蜀漢反乱兵の名に転用されたのではないか。「忙牙長」も他にみえ
マンガラ

がちょう

ないが、「忙」はモンゴル人名（たとえばクビライ三男忙哥剌）に散見し、牙長は牙帳と通じ、や
はりモンゴルを彷彿とさせる。「朶思大王」・「兀突骨」も他にみえない。『世本』輯本・『風俗
通義』姓氏篇・『潜夫論』志氏篇・『元和姓纂』・
『通志』氏族略序等にも漢人姓の「朶」・「兀」
は登場しない。魏晋南北朝期唯一の例として『万姓統譜』巻八四引の何承天『姓苑』に朶姓が
収録されるが、人名の実例はない。だが両字はモンゴル人名の漢訳（のち漢人姓化）として元
ダヤン

ウリャンハイ

代史料に散見する。とくに朶顔衛は兀良哈三衛の中心で、元末明初の漢文史料に頻出する。そ
の前身の東方三王家は鄂州・襄陽における対南宋攻防戦で活躍した象徴的存在である。また

ウリャンカダイ

兀良合台（兀良哈の長。スベエデイの子でトルイ家宿将）はモンケ期にクビライらと大理遠征を行
ない、モンゴルの雲南支配（―1381 年）を確立し、1256 年にはモンケの命で南宋鄂州にも侵攻
（37）

した。つまり兀良合台は南蛮との関わりが深い。しかも金文京氏は、関索伝説（諸葛亮南征時
に関羽の子の関索が活躍したとの民間伝説）に基づく関索関連遺址が元明代雲南に多数創設され、

それが兀良合台の進軍路に集中していることから、兀良合台伝承が三国志物語に影響を与えた
（38）

と推測する。この点も鑑みれば、朶思大王と兀突骨が朶顔衛・兀良哈・兀良合台に由来する可
能性は十分にある。しかも兀突骨は身長 2 丈（元明代の単位だと 6.2 ｍ）で、「高く聳える」意の

210

木鹿大王攷

（39）

「兀突」（突兀や兀兀突突にも作る）でもある。現に「兀突骨」を「兀突」や「突兀国王」に作る
版本（湯賓尹校本等）もあり、兀突骨の由来の一つを兀突・突兀（高く聳える）に求める一証た
りうる。また「骨」も漢人名として類例がなく、むしろ「突骨」は「突兀」の通仮字と解する
（40）

べきであろう。しかも「骨」は種族・家族を意味するモンゴル語（yasun） の漢訳でもあり、
兀突骨は「高身長の種族」とも解釈でき、それは烏戈国兵が全員高身長とされる点とも符合す
る。
以上、『演義』で新たに登場する人名・地名の由来を、一部推測も交えつつ分類した。これ
をふまえて改めて注目されるのは、西域・モンゴル系統の名が少なくないことである。これに
よって諸葛亮は、雲南人のみならず、木鹿大王（メルヴ）、烏戈国（アレクサンドリア）、モンゴ
ル（鄂煥、忙牙長、朶思大王、兀突骨）を束ねる孟獲を破った形になる。作者はこの手法を通じ
て、偉大な諸葛亮像を演出しようとしたのではないか。なおこれは一見すると、「中華＝諸葛
亮」・「蛮夷＝モンゴル」とし、「モンゴルを破った明帝国」と「南蛮を破った諸葛亮」を重ね
合わせ、漢人の民族的勝利を顕揚するごとくでもある。だが元末の諸乱は対モンゴルより対地
（41）

主の意味合いが強く、『演義』作者の意図を民族主義に直結させるのは逡巡される。

おわりに
以上、本稿では敢て推測を重ね、一つの仮説に辿り著いた。すなわち、『演義』諸版本にみ
える木鹿大王らは元代以前の史料に登場せず、元末明初に創作された架空の人物と解される。
それらには自身の特徴や役回り、もしくは南蛮西南夷を象徴する命名がなされるほか、西域・
メルヴ

アレクサンドリア

モンゴル系統の名前が含まれる。それは、木鹿や 烏 戈 をも統べる孟獲の強大さと、その孟
獲らを一網打尽にした諸葛亮の偉大さとを演出する目的があったのではないか、と。
ここで最後に、木鹿大王等の後世への影響にも触れたい。1381 年に明が梁王を駆逐し雲南
を接収する過程で、麗江の支配者阿甲阿得は明に帰順し、「木」姓を賜わり土司となった。土
司は少数民族首領に与える宣慰使・宣墲使・招討使等の官職の総称で、一見木氏は明朝に編入
（42）

されたごとくであるが、実際の関係は複雑だった。その詳細に関しては、木公自身による歴代
（『木氏宦譜』。正徳十一年序有り）があり、
木氏の家譜の『玉龍山霊脚陽伯那木氏賢子孫大族宦譜』

木氏の祖先は後漢時代に越雟王、のち筰国王となり、定筰県が昆明県になる唐代に昆明総軍官
（43）

に昇進した等々とある。かかる木氏自身の歴史認識とは別に、ここで注意すべきは、彼らの出
自を木鹿大王に求める文献も明代に登場することである。管見のかぎり、謝肇淛『滇略』巻九
（44）

や劉文徴『滇志』巻二八木邦軍民宣慰使司条にその起源を求めうる。劉文徴『滇志』は天啓年
間（1621 年―1627 年）の書で、顧炎武『天下郡国利病書』や顧祖禹『讀史方輿紀要』等にも影
（45）

響を与え、それゆえ『天下郡国利病書（稿本）』木邦軍民宣慰使司条にも木鹿大王祖先説がみ
える。謝肇淛も 1619 年―1621 年に雲南へ赴任したさい『滇略』を著わした。劉文徴・謝肇淛
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はほぼ同時期に木邦を木鹿大王の末裔とする説を現地で仄聞したのであろう（『滇志』は天啓五
（46）

年の擱筆で、『滇略』に言及していないので、『滇略』は天啓五年以後の刻成とされる）。当該説は『滇

考』巻下三宣六慰・『（雍正）雲南通志』巻二十四附録・『（乾隆）騰越州志』巻十辺防等にも継
受された。これは、架空の木鹿大王がしばらくして雲南木邦の起源へ転化したことをしめす。
もっとも、明清地方志は信憑性を欠く記載を含み、当時あまり読まれたわけでもなく、その編
纂も中央政府や地方官の主導でなく、地方志上で自己の名を顕揚せんとする地方郷紳層の求め
（47）

に応じたものにすぎない。ゆえにそれはあくまでも俗説で、せいぜい一部の人の希求をしめす
にすぎない。だがこれより雲南木邦には、『木氏宦譜』に基づく者以外に、木鹿大王にアイデ
モ ソ

ナ シ

ンティティを求める民もいたとわかる。その後、木邦を含む摩梭からいわゆる摩梭人と納西族
（48）

が生まれることは贅言するまでもない。

（49）

同様の事例は他にもあり、清人は西番瓦部人の祖を金環三結とみなした。既述のとおり、金
環三結も本来架空の人物である。これより、雲南ではつとに諸葛亮や関索の存在が神格化され
るだけでなく、明清時代には架空の南蛮武将も雲南人のアイデンティティ形成に関わっていた
と考えられる。諸葛亮に惨敗する架空の南蛮武将（諸葛亮の引立て役）を敢て祖先に据えた彼ら
の心裡は、もはや知りようもない。彜族の現代民話「七擒諸葛」故事のごとく、南蛮武将側が
諸葛亮に一矢報いたとの現地独自の伝承が古来存在したのか、それともたんに有名人だからな
のかは今後の課題である。
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