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序章序章序章序章 

 

 私たちは祖先から受け継がれた文化を大切にするべきであると考え、祖先から伝えられ

た文化の中で一番大切なものの一つである儒家の文化、特に孔子廟を中心に研究したい。 

 儒家の思想の創始者である孔子は、漢民族の思想に大きな影響を与え、さらに、世界中

の学者たちに認められている四大聖人（孔子・釈迦・イエス＝キリスト、もう一人はソク

ラテスまたはマホメット、二説がある）の一人である。そして、孔子を祭ることおよび祭

るところは歴史上において非常に大切である。本研究を通じて、現在の人々があまり理解

しようとしない古代の文化の遺産を研究したい。例えば、孔子廟の由来や歴史、建築の特

色、孔子祭の流れや楽器や服装や踊りなどを調査しようと思う。 

 以上が、私たちのグループが孔子と関係する孔子廟を研究テーマに選んだ理由である。 

 具体的な研究方法は以下のとおりである。 

 まず、孔子の人生や思想を分析し、孔子廟の由来や歴史も明らかにしたい。次に、孔子

の祭りと関係する楽器、服装などを調べる。そして、最後に、台南孔子廟の建築を紹介す

る。 

 本研究の特徴は、私たちが実際に孔子の祭りを見に行き、写真やビデオを撮ったり、孔

子廟の係の人にインタビューしたりして、それに基づいて考察するところにある。 
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第一章第一章第一章第一章孔子孔子孔子孔子とととと孔子廟孔子廟孔子廟孔子廟 

第第第第１１１１節節節節    孔子孔子孔子孔子 

 

序論 

孔子は中華文化圏の歴史の中で、一番偉い聖人であると言われている。『史記』「孔子世

家」は「孔子の学問は四百年あまりも伝えられてきて、ほとんどの学者が学んでいる。皇

帝から貴族まで、中国で六芸を勉強する人々はみんな孔子の学問を勉強しているので、孔

子は誠に一番偉い聖人であると、呼んでもいいであろう。（原文中国語、訳は筆者）」1）と

述べている。 

しかし、孔子は本当に史記や儒家の言うとおりに偉いのであろうか。実際には、孔子を

批判している人もいるのである。 

そこで、本節では、儒家派の人々が言っている孔子の素晴らしさと、それに対する反対

派の批判の言論を比べて、探究する。 

孔子は「私は十五歳になったら、学問に立志した。三十歳になったら、自分の理論を確

立した。四十歳になったら、どんなことに対しても、迷わなくなった。五十歳になったら、

天命を理解した。六十歳になったら、他人の話の真偽がきちんと判断できるようになった。

七十歳になったら、心の思ったままにできるようになって、規則に違反したことがない。

（原文中国語、訳は筆者）」2）と言った。まず、孔子が言った年齢の区分によって、孔子の

素晴らしさや成長過程を紹介する。次に、孔子に対する批判を紹介して、両方の意見を比

べて検討する。 

 

本論 

１１１１－－－－１１１１    志学志学志学志学のののの年年年年 

 

孔子は「私は小さいとき、貧乏で、いろいろなアルバイトをやっていたので、いろいろ

な仕事ができる（原文中国語、訳は筆者）」3）と言った。この話によると、孔子は貧乏な家

                                                      
1）孔子布衣，傳十餘世，學者宗之。自天子王侯，中國言六藝者折中於夫子，可謂至聖矣！『史記』巻四十七「孔

子世家」（臺灣商務印書館、台北、1979年、p.1998） 
2）子曰：「吾十有五而志於學；三十而立；四十而不惑；五十而知天命；六十而耳順；七十而從心所欲，不踰矩。」

『論語』巻第二「為政」（三民書局、台北、1987年、p.77） 
3）吾少也賤，故多能鄙事。『論語』巻第九「子罕」（三民書局、台北、1987年、p.165） 
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庭の子供であることがわかった。それについて、金谷は「それがこの人に苦難に屈しない

強靭な魂をうえつけ、人間に対する、人生に対する深い省察を教えたのであろう。」1）と述

べている。孔子が志学したのは、貧しさから離脱したいという意志が強かったからであろ

う。 

また、金谷は「孔子がその駆け出し時代に、小役人の職について苦労をしながら勉学を

つづけたことは、恐らく孔子の人間形成にとって有益であったにちがいない。」2）と述べた。

周知のごとく、孔子の時代は戦乱で、人々の生活が苦しい時代であった。それで、貧乏な

若い孔子も人々の苦しさがよくわかっていたはずである。 

それに、金谷は「孔子が学んだ内容は（中略）周王朝の盛時の文化を伝えると意識され

た古典と礼儀とが中心であった。」3）と述べている。このように、孔子は周王朝の盛時の平

和な時代に憧れて、乱世に生きている人々を救いたいという気持ちで、志学したのであろ

う。 

しかも、孔子が主張した最高の徳目の「仁」について、金谷は「他人の不幸をじっとそ

のまま見すごすことのできないような、他人の身になってその痛みを感ずる強い同情心で

ある。」4）と説明している。孔子が「仁」を主張するのも、人々の苦しさがよくわかってい

たからであろう。 

 

１１１１－－－－２２２２    而立而立而立而立のののの年年年年 

 

孔子は十五歳から勉学して、三十歳ぐらいで、もう自分の理論を確立した。それについ

て、『史記』「孔子世家」に、 

魯の昭公が即位した二十年目、孔子は三十歳である。斉の景公と斉の宰相の晏嬰は魯

へ来た。景公は孔子に『昔、秦の穆公の国は小さく、田舎にあったのに、なぜ制覇で

きたのか。』と聞いた。孔子は『秦は、国が小さかったが、志が高い。田舎にあったが、

政治が正しい。穆公は自ら、五つの黒い羊の皮と引き換えに、牢獄から賢い百里奚を

救い出して、三日間話し合ってから大夫（宰相）に任命して政治を任せた。この点か

ら見ると、名君とは言えるが、制覇（諸侯の盟主になること）の面ではまだまだであ

                                                      
1）金谷治（1990）『孔子』講談社学術文庫、東京、p.130 
2）金谷治、前掲書、p.132 
3）金谷治、前掲書、p.132 
4）金谷治、前掲書、p.66 
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る。』と答えた。それを聞いて、斉の景公は良しとした。（原文中国語、訳は筆者）1） 

と述べた。このように、孔子がこの年齢で、もう自分の理論を確立して、たとえ斉の君主

の前でさえ、きちんと意見を述べられたことがわかる。 

また、『史記』には、もう一つの孔子の政治観を述べる記事がある。それは、 

斉の景公は政治について、孔子に聞いた。孔子は『君主が君主としてするべきことを

すること。臣下が臣下としてするべきことをすること。親が親としてするべきことを

すること。子供が子供としてするべきことをすること。』と答えた。（中略）その後の

ある日に、また、孔子に政治について聞いた。孔子は『コツは国の予算を節約するこ

と』と答えた。（原文中国語、訳は筆者）2） 

である。みんなが自分の身分や職のやるべきことをやること、そして、国民に必要ではな

いことに国の予算を使ってはならないことが、孔子の政治についての理論である。 

そして、金谷は 

孔子は、法制禁令などのきまりだけで民を動かし、刑罰でそれを統治していく政治に

反対した。そして、道徳によって導き、礼によって統制していく政治を善しとした。

その理由は、政令と刑罰の政治では人民が法網をすりぬけて世を乱すばかりであるが、

道徳と礼の政治では人民がみな道徳的な羞恥心をもって正しくなるからだとされる。

3） 

と述べた。 

 

１１１１－－－－３３３３    不惑不惑不惑不惑のののの年年年年 

 

孔子はこの時期に政治についてまったく気を配らなかった。『史記』「孔子世家」に 

魯の大夫の季孫氏が自分の身分を越えて、魯の定公に代わって、国の代表としてやっ

ていて、季孫氏の陪臣が国の政治を管理している。魯は大夫以下、全ての官吏がやる

べきことをやっていない。その故に、孔子は仕官せず、その代わりに、詩・書・礼・

楽を研究して、編集した。孔子の弟子は非常に多くなって、遠い所の人でも、勉強に

                                                      
1）魯昭公之二十年，而孔子蓋年三十矣。齊景公與晏嬰來適魯，景公問孔子曰：「昔秦穆公國小處辟，其霸何也？」

對曰：「秦，國雖小，其志大；處雖辟，行中正。身擧五羖，爵之大夫，起纍紲之中，與語三日，授之以政。以此

取之，雖王可也，其霸小矣。」景公說。『史記』巻四十七「孔子世家」（臺灣商務印書館、台北、1979年、p.1956） 
2）景公問政孔子，孔子曰：「君君，臣臣，父父，子子。」（中略）他日又復問政於孔子，孔子曰：「政在節財。」『史

記』巻四十七「孔子世家」（臺灣商務印書館、台北、1979年、p.1957） 
3）金谷治、前掲書、p.60 
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来るのであった。（原文中国語、訳は筆者）1） 

とある。孔子は君主を無視している貴族らの手下になりたくなかったのであろう。 

その代わりに、たくさんの弟子を教え、自分と同じ思想の人を作って、自分の理想をか

なえるために役立てようとしたのではないかと思う。 

 

１１１１－－－－４４４４    知命知命知命知命のののの年年年年 

 

孔子の弟子が多ければ、多いほど、孔子の声望が高まっていく。この時期について、金

谷は「孔子のもとには、次第に門人が集まってきて、学団を形成することになった。そし

て、孔子の声望も高くなってきて、孔子に仕官をすすめる実力者もあらわれたらしい。」2）

と言った。 

孔子の仕官について、『史記』「孔子世家」に、 

その後、魯の定公は孔子を首都の都知事として任命した。一年後、魯の全ての都市の

市長がみんな孔子の治国の方法を参考にした。それから、都知事から国土交通大臣に

なって、国土交通大臣から法務大臣になった。 

魯の定公が即位した十年目、魯は斉と話し合って仲直りした。夏、斉の大夫の黎鉏は

斉の景公に『魯は孔子を任用してから、国力が強まったので、いつか斉へ攻めてくる

かもしれない』と言った。それで、斉の景公は使者を魯に遣わして、夾谷という所で

会って国交を結ぼうと伝えた。定公が馬車を準備して、行こうとした時に、孔子はそ

れを担当しているので、定公に『私は「『文』についてのことをやるなら、『武』につ

いての準備しなければならなく、『武』についてのことをやるなら、『文』についての

準備をしなければいけない。昔、諸侯が国土を離れる時は、必ず軍勢を連れて行った。」

と聞いたが、軍勢をつれて行ってほしい。』と言った。定公は『いいであろう。』と答

えて、軍勢をつれて行った。斉の国王と夾谷で会った。（中略）斉の司会者は景公に『四

方の音楽を演奏したい。』と言った。景公は『いいであろう。』と答えた。踊り手たち

は武器を持っていて、踊りは、うるさい上に、定公を殺そうとするかのようであった。

孔子はそれを見て、『私たちは国交を結ぶために、ここで会うのに、なぜこんなに野蛮

                                                      
1）季氏亦僭於公室，陪臣執國政，是以魯自大夫以下皆僭離於正道。故孔子不仕，退而脩詩書禮樂，弟子彌眾，至

自遠方，莫不受業焉。『史記』巻四十七「孔子世家」（臺灣商務印書館、台北、1979年、p.1960） 
2）金谷治、前掲書、p.137 
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な音楽を聞かせて、野蛮な踊りを見せるのか。変えてほしい。』と言って、音楽と踊り

をやめさせようとした。斉の司会者は踊り手を下がらせようとしたが、踊り手らは下

がらなかった。みんなは景公と晏嬰を見て、景公は魯に悪かったと思って、下がらせ

た。また、斉の司会者は景公に『宮廷の音楽を演奏したい』と言った。景公は『いい

であろう。』と答えた。すると、ピエロらが滑稽に踊っていた。孔子はそれを見て、『彼

らは我が君主を馬鹿にしているので、殺されるべきである。彼らを殺してほしい。』と

斉の司会者に言った。斉の司会者は仕方がなく、ピエロらの首を斬らせた。斉の景公

は魯に悪いと思い、帰ってから、恐れながら、彼の臣下たちに『魯の孔子は君子の道

で彼の君主を助けているのに、あなたたちは、野蛮なやり方を私に教えたので、私は

魯の君主の前で面目を失った。これから、どうしたらいいか。』と言った。（中略）斉

の君主は魯から奪った土地を返した。（原文中国語、訳は筆者）1） 

とある。これは孔子の外交での大勝利である。孔子のおかげで、魯は外交で勝ったのであ

る。 

しかし、孔子の政治上の実績は以上のことだけである。 

その原因について、金谷は、 

（前略）孔子は魯の公室を強化するために、季孫氏以下の三桓（魯の国内の一番強い

の三つの貴族）の勢力をおさえる政策を勇敢におしすすめた。「三都を堕つ」というこ

とがそれである。三都というのは三桓氏の都城のことで（後略） 

孔子は三家が自らその城壁を撤去して兵力を分散するようにと、説得した。とても受

け容れられそうにもない説得ではあるが、当時、三桓の当主は曲阜に住んでいたので、

実力のある家臣が叛逆してそこにたてこもるような事態を恐れたからでもあろう、三

桓氏は孔子の提案に同意した。（中略）孟孫氏（三桓氏の中の一家）の家臣が郕の町（孟

孫氏の都）が北方の斉に対する防備であることを理由として、そこにたてこもって反

対したのである。季孫氏らのほうも、恐らく都城をこわしたことを後悔していたから

                                                      
1）其後定公以孔子為中都宰，一年，四方皆則之。由中都宰為司空，由司空為大司寇。定公十年春，及齊平。夏，

齊大夫黎鉏言於景公曰：「魯用孔丘，其勢危齊。」乃使使告魯為好會，會於夾谷。魯定公且以乘車好往。孔子攝

相事，曰：「臣聞有文事必有武備，有武事必有文備。古者諸侯出疆，必具官以從。請具左右司馬。」定公曰：「諾。」

具左右司馬。會齊侯夾谷，（中略）齊有司趨而進曰：「請奏四方之樂。」景公曰：「諾。」於是旍旄羽袚矛載劍撥

鼓噪而至。孔子趨而進，歷階而登，不盡一等，舉袂而言曰：「吾兩君為好會，夷狄之樂何為於此！請命有司！」

有司卻之，不去，則左右視晏子與景公。景公心怍，麾而去之。有頃，齊有司趨而進曰：「請奏宮中之樂。」景公

曰：「諾。」優倡侏儒為戲而前。孔子趨而進，歷階而登，不盡一等，曰：「匹夫而營惑諸侯者罪當誅！請命有司！」

有司加法焉，手足異處。景公懼而動，知義不若，歸而大恐，告其羣臣曰：「魯以君子之道輔其君，而子獨以夷狄

之道教寡人，使得罪魯君，為之奈何？」（中略）齊侯乃歸所侵魯之鄆、汶陽、龜陰之田以謝過。『史記』巻四十

七「孔子世家」（臺灣商務印書館、台北、1979年、pp.1961-1962） 
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であろう。（後略） 

孔子の政治的立場は、これで決定的に悪くなった。（後略） 

孔子が魯を去るについては、斉から女樂（音楽を演奏したり、歌ったり、踊ったりす

る舞姫。）が送られて、季桓子（季孫氏の当主）がそのために政治を怠ったということ

と、郈の祭のあと、当然くばられるはずの祭肉が孔子のもとに届かなかったというこ

ととが、重要な理由としてあげられている。『論語』や『孟子』にもみえることではあ

るが、そういう事実はかりにあったとしても、恐らくあまり本質的な理由ではなかっ

たであろう。孔子が魯を去らねばならなかったのは、やはり、「三都を堕つ」ことに失

敗したことが直接の原因であったに違いない。1） 

と言っている。（下線は筆者） 

 

１１１１－－－－５５５５    耳順耳順耳順耳順のののの年年年年 

 

魯を去って、旅をしていた孔子はいろいろなひどい目に遭った。そのいろいろなひどい

目について、金谷は、 

受難の第一は、宋の国で桓魋という貴族から受けた危害である。理由ははっきりしな

いが、大木をきり倒して孔子を圧殺しようとしたという。（後略） 

第二の危難は匡の人に囲まれた事件である。魯の陽虎がかつてこの地方で乱暴をはた

らいたため、孔子は人違いをされたのだという。従者の門人たちも散り散りになって、

生死もわからぬほどの危険があった。（後略） 

第三の受難はいわゆる陳蔡の難である。南方の楚に行こうとした孔子の一行は、陳と

蔡の国境付近で軍隊に囲まれて立往生の憂きめをみた。一行には食糧が乏しく、原野

のまんなかで飢えのために人びとは病みつかれた。（後略）2） 

と、まとめている。 

しかし、孔子は旅の途中でひどい目に遭ったばかりではなく、自分の理想をかなえよう

とした。孔子が自分の理想をかなえようとしたことについて、金谷は 

もちろん、孔子の旅をまったく惨めなものと考えるのは、当たらない。亡命者とはい

え魯の大夫としての身分はあったし、その特色のある思想で門人を従えていたわけで

                                                      
1）金谷治、前掲書、pp.138-141 
2）金谷治、前掲書、pp.142-143 
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あるから、旅先の国々で然るべき庇護者はあった。惨めな思いをしなければならない

ときもあったであろうが、また期待以上に優遇されることもあったであろう。『論語』

のなかでは、衛の霊公をはじめ諸国の貴族たちと会見して、問答をかわしている。門

人の子禽は子貢に対して「うちの先生はどこの国にゆかれても、必ずその政治の相談

をうけられる。それをお求めになるのか、それとも持ちかけられるのか」と質問して

いる。（学而一〇）。多少の誇張は割引くとしても、もちろん、それに相応した待遇は

あったはずであろう。 

孔子は機会をとらえては、自分の理想を吹きこんだ。出遊はもともとやむをえず、迫

られてのことであったとしても、孔子はそれを積極的なものに転換していた。逆境に

にあって惨めに消沈するような人ではない。むしろ出遊を自ら選びとった道として、

それを徳にもとづく新しい世界秩序を鼓吹する試練の場としたのである。1） 

と説明している。 

残念ながら、孔子の理想はかなわなかった。それについて、金谷は 

わたくしは買い手を待っているのだ、と孔子は言っている。「もしだれかわたくしを用

いてくれる人があれば、一年だけでも結構なのだ。三年もたてば立派にできあがる」

（子路一〇）とも、孔子は言う。しかし、買い手はついにつかなかった。孔子の悲願

ははたされなかったのである。 

こうして、ついに意を決して孔子は魯に帰る。2） 

と述べている。 

 

１１１１－－－－６６６６    従心従心従心従心のののの年年年年 

 

この時期が孔子の生涯の最後である。『史記』「孔子世家」に「魯の哀公が即位した十六

年目の四月に孔子は死んだ。享年七十三である。（原文中国語、訳は筆者）3）」とある。 

孔子の最後の生涯の生活について、金谷は、 

（前略）晩年の孔子はある程度の伝統文化の整理をも行ったのである。雅は朝廷での

雅楽の歌、頌は宗廟での祖先のほめ歌で、いずれも『詩経』の分類ででもあった。孔

                                                      
1）金谷治、前掲書、p.144 
2）金谷治、前掲書、pp.144-145 
3）孔子年七十三，以魯哀公十六年四月己丑卒。『史記』巻四十七「孔子世家」（臺灣商務印書館、台北、1979年、

p.1996） 
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子が魯に帰ってから、それらが正しく位置づけられ、音楽も整えられたというのであ

る。伝説によると、のちに儒教の経典となった五経は、すべて孔子が編纂したものだ

という。今日ではそれが事実でないことは、はっきりしている。ただ、『詩』や『書』

は孔子の学団での教科書でもあったらしいから、孔子がそこに何ほどかの整理を加え

たとみるのは、むしろ自然であろう。門人の教育とともに、孔子はいくらかの古典や

古文化の整理をも仕事としたであろう。1） 

と、言っている。 

 

１１１１－－－－７７７７    孔子孔子孔子孔子にににに対対対対するするするする反論反論反論反論 

 

近代における孔子への批判について、金谷は、 

一九一二年に中華民国が成立してからも、革命は順調には進まなかった。再び帝制を

して自ら天子になろうとした袁世凱は、儒教を国教として孔子と孟子を尊び、孔子を

祭る礼を古式にのっとって定めた。しかし、それは魯迅のいうとおり、むしろ孔子を

打倒しようとする人びとの力を強めただけであった。「仁義道徳」という文字のあいだ

から「人を食う」という文字が浮かんでいる、やがて気がついてみると、それにおび

えている自分自身もまた人を食っていたという魯迅の深刻な儒教批判は、一九一八年

に出た（『狂人日記』）。2） 

と、言っている。つまり、それは、封建主義に反対する人々が、孔子を封建主義の象徴と

して批判することである。それに、人を食うということは、封建社会の貴族らが、庶民を

食らうが如く庶民らを迫害していたことを批判することである。 

また、『荘子』雑篇「盜跖」には、孔子を批判する文章がある。内容が長いので全文は引

用できないが、大体の意味は孔子を、世を救う学説で君主や人々から名望やお金を騙す偽

善者にすぎないと批判した 3）ということである。 

さらに、中華人民共和国の文化大革命の時にも、孔子を批判したことがあった。それに

ついては、「1973年7月、毛沢東は王洪文と張春橋二人との談話で、『林彪は国民党のよう

に、孔子を尊んで、法家に反対している』と言った。毛沢東は法家が歴史を進歩させるの

に対して、儒家が退歩させるのであると思っていた。毛沢東が林彪の批判と孔子の批判を
                                                      
1）金谷治、前掲書、p.147 
2）金谷治、前掲書、p.383 
3）『荘子』雑篇「盜跖」（三民書局、台北、1974年、pp.407-424） 
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関連付けたのは、『歴史の退歩』や『文化大革命の否定』を防ぐためであった。（原文中国

語、訳は筆者）1）」という。ちなみに、「批林批孔」運動というのは毛沢東が彼の政敵であ

る林彪を批判しつつ、林彪が尊ぶ孔子を中国歴代の腐敗の象徴として一緒に批判するもの

であるが、その延長には、孔子が憧れる周公を批判するふりをして、（実は周公は周恩来の

暗喩）周恩来に対する批判を含んだ権力闘争がある。 

 

結論 

本節では、簡単に孔子の一生を紹介した。子供のときから、苦労して成長してきた孔子

は、一生懸命勉強して、自分と同じ貧乏な人々に同情して、教育や政治の手段で人々を救

おうとした。結局、彼の理想はかなわなかったが、貴族を恐れずに、改革を行ったり、危

険を冒して、新しい世界秩序を鼓吹したりしたのが極めて偉かったのではないかと思う。

今までの研究によって、危険を冒して、世を救おうとしたのが、孔子の聖人になった原因

の一つであることが明らかになっている。しかし、孔子の世を救う学説についての研究は

少ない。それでも、学説の大体の内容がわかっている。実際に孔子の思想をどう応用した

ら、立派な人間になれるかを今後の課題にしようと思う。 

ところで、孔子に対する批判があるが、しかし、それは、大したことを批判しているの

ではないであろう。皇帝になった袁世凱は孔子を尊んだが、孔子の理想をかなえようとし

たわけではない。孔子は君主を無視している貴族が嫌いであったからといって、別に、君

主の地位が絶対であると主張したわけではない。孔子は自分の利益ばかり考えている貴族

らを倒して、人々を戦乱から救いたかったのである。孔子を袁世凱のような人と一緒に見

るのは、実は孔子の理想と主張がわかっていないのではないであろうか。 

以上の孔子の思想と事績から見ると、孔子を救世主とか聖人とか呼ばないにしても、孔

子を尊敬すべきではないかと思う。 

                                                      
1）「“批林批孔”运动」 http://www.people.com.cn/GB/shizheng/252/5301/5302/20010613/488106.html 2004.10.3 
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第第第第２２２２節節節節    孔子廟孔子廟孔子廟孔子廟のののの由来由来由来由来 

 

序論 

 孔子廟は中華文化圏の各地に見られるが、本節では最も古い中国の山東曲阜 1）の孔子廟、

そして台湾北部・中部・南部各一つの孔子廟を取り上げて紹介する。これら四つの孔子廟

の由来を紹介し、比較してみる。さらに、孔子と関係する「教師の日」の由来について説

明する。 

 

本論 

２２２２－－－－１１１１    山東曲阜孔子廟山東曲阜孔子廟山東曲阜孔子廟山東曲阜孔子廟 

 

写真1 山東曲阜孔子廟の大成殿 2） 

 

 

山東曲阜孔子廟については、 

  山東曲阜孔子廟は孔子廟の起源の場所である。孔子が亡くなった翌年（紀元前478年） 

  に建てられた。その時、魯の哀公は孔子の故宅を「寿堂」と改め、孔子が生前使った

衣服や本などを祭った。最初は、この史上最も古い孔子廟は、部屋が三つある程度の

ものであり、このような規模は、前漢まで続いた。前漢以後、孔子の思想は皇帝に重

視されるようになり、規模は絶えず拡張された。宋真宗の時（11世紀頃）には、孔子

廟の規模は部屋数が300余に及ぶ殿堂になった。今の曲阜孔子廟の規模は、明・清の

時代（1368年～1912年）に改修された結果である。今の曲阜孔子廟は、巨大な規模の

中国古典建築物の集合体である。外の表門を除き、規模は南北約630メートル、東西

                                                      
1）春秋・戦国時代には「魯」の国の都であった。今、中国の山東省西南部の県名。  

2）「曲阜」http://www.asicom.co.jp/isan/012.html 2004.7.10  
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約150メートルにも及び、南から北まで塀で囲まれた建物が八つある。（原文中国語、

訳と下線は筆者）1） 

と述べられている。 

写真2 十二哲 2）
 

 

 「十二哲」については、「『十二哲』とは、孔子の弟子の閔損、冉雍、端木賜、仲由、卜

商、有若、冉耕、宰予、冉求、言偃、孫師、それと直接の弟子ではないが孔子の影響を受

けたとされる朱子学の開祖・朱熹の12人を指している」3）と述べられている。 

写真3 山東曲阜孔子廟の杏壇 4）
 

 

山東曲阜孔子廟は、1994年に国連のユネスコによって「世界文化遺産」に登録された。

                                                      
1）「中國孔廟」http://confucius.cca.gov.tw/temple/temple16_3.htm 2004.6.2 

2）「孔子廟」http://www.tabiken.com/history/doc/G/G092C100.HTM 2004.6.15 

3）「『人民中国』」http://www.peoplechina.com.cn/maindoc/html/guanguang/yichan/200305/yichan.htm 2004.10.3 

4）「孔子廟」http://www.tabiken.com/history/doc/G/G092C100.HTM 2004.6.15 
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２２２２－－－－２２２２    台北孔子廟台北孔子廟台北孔子廟台北孔子廟 

 

台北孔子廟については、 

  台北の孔子廟の建設が始まったのは、さかのぼること1875年。（中略）当時としては

空前の費用と尽力を費やし、ほぼ10年をかけて孔子廟が完成したのは1884年。祭礼

の準備のため中国大陸に人を派遣したりと、廟の経営が本格化しはじめた1894年、日

清戦争が勃発しました。 

  戦争の結果、台湾は日本に割譲され、日本軍が台北を占拠。孔子廟や記念碑、備品の

ほとんどが破壊され、廟の敷地は日本人学校として利用されました。しかし1920年代

から孔子廟復興の動きが市民の間に広がり、中国大陸から寺院建築家を招聘。1939年

に現在の孔子廟が完成したのです。 

  第二次世界大戦後、孔子廟は台北市に寄贈され、台北市政府の管轄下におかれました。

そのため毎年旧暦9月28日の孔子誕生日に開催される「孔子節」では、台北市長が祭

官長を務めることが慣わしとなっています。各地で開催される「孔子節」ですが、こ

こ台北孔子廟での規模は台湾一。古代中国の宮廷衣装に身を包んだ人々が、伝統の雅

楽と踊りを奉納する様子は、まさに一見の価値あり。1） 

と述べられている。旧暦9月28日と書いてあるが、正しいのは太陽暦9月28日である。 

写真4 台北孔子廟の大成殿 2） 

 

 台北孔子廟については、「民国81年（1992年）1月10日に、台北市の孔子廟は3級の 

古跡に指定された」3）と述べられている。

                                                      
1）「旅々台北 [ 孔子廟 ]」http://www.tabitabi-taipei.com/html/data/10201.html 2004.7.10 
2）2004年8月15日、台北孔子廟にて筆者撮影。 
3）「芝麻專欄」http://www.nmes.tp.edu.tw/column/90_12_sub.htm 2004.7.12 
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２２２２－－－－３３３３    台中孔子廟台中孔子廟台中孔子廟台中孔子廟 

 

台中孔子廟については、 

台中は人文が盛んな地方で、また、台湾省政府が置かれ、交通の要所でもある。近年、

いろいろな建設が進められているのに、まだ孔子廟が建てられていないのは遺憾なこ

とであった。孔子は倫理を解明し、紀綱を作り、真理を明らかにして、教師の万世の

模範である。各県市で孔子廟が建てられているという理由で、議会の審議を経て、市

政府が計画し、地方の人士の援助と、国民大会代表の顔欽賢氏が献出した大智路の土

地一千五百坪を売り出し基金にして、市政府の指導と協力で、ついに孔子廟を建てる

構想は具体化した。民国61年（1972年）9月に興建委員会を設立し、省政府前秘書長

の徐鼐氏が委員長を担当した。民国62年（1973年）8月から瞿韶華氏と董其事氏が相

次いで図面の作成と見積もりを済ませ、民国63年（1974年）6月に着工した。数年か

けて工事をして、ついに民国65年（1976年）に竣工した。（後略）1） 

  もともと孔子廟の場所には空軍子弟の小学校と教職員の宿舎があったが、民国56年

（1967年）に学校は健行路に移転して省三国小に改名し、跡地は孔子廟の建設予定地

になった。台湾省公共工程局に企画・設計・監督を委託して、慶仁營造廠と台湾舖道

工程公司が工事を請け負った。（中略）平面配置は曲阜孔子廟を参照して、規模を縮小

した。2） 

と述べられている。なお、台中孔子廟は古跡に指定されていない。 

写真5 台中孔子廟の大成殿 3） 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1）「孔廟源起」http://w3.tccg.gov.tw/confucian/chinese/a1.htm 2004.7.30 なお、このホームページには日本語ページ

もあるが、翻訳の間違いが多いので、筆者が翻訳し直した。本節最後に原文（中国語）と日本語ページにある

翻訳、そして筆者の翻訳を付録として載せた。 
2）「孔廟建築」http://w3.tccg.gov.tw/confucian/chinese/a4.htm 2004.7.30 なお、注1と同様。 
3）2004年8月4日、台中孔子廟にて筆者撮影。 
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２２２２－－－－４４４４    台南台南台南台南孔子廟孔子廟孔子廟孔子廟 

 

台南孔子廟については、 

台南の孔子廟は明の時代、当時鄭氏に使えていた部将の”陳永華”が「國に人材がい

れば、國はおのずから固まり國も日増しに栄える。また、儒学の興りによって、台湾

の文化的発展が期待される」と”鄭経”（鄭成功の息子）に建白したことにより、鄭成

功がオランダ人から台湾を中国の領土に復帰させた4年後の1665年に建てられました。

それ以来、孔子廟は300余年も聖殿として、また、学堂として今日まで庶民にも親し

まれてきました。300余年の間風雨にも耐えて来ましたが、その間何度となく修繕が

行われてきました。しかし、創建以来天災や戦争で一部の建物を焼失すると言う運命

もたどりましたが、孔子廟のほとんどの建造物は、今も清の時代の面影を残している

ことや、台湾で”最初”に建てられた孔子廟であることからも、中国の伝統建築を最

も代表できる建物であると言えます。1）（原文には句読点が書いてなかったので、筆

者が補った。下線は筆者。） 

と述べられている。また、 

  大正6年（1917年）に日本人が提唱して修理した。台南人が寄付して修繕して、7月

に工事を始めて翌年の3月に竣工したので、再び祭器と楽器を設置した。今回の大修

理は、すべての古い建築物を解体して再建した。山田孝使が書いた『台南聖廟考』と

いう本があり、修復過程を詳しく記録している。「起工前之台南聖廟配置図」と「落成

後台南聖廟配置図」、の両図は修復前後の違いをはっきり記録している。それによると、

明倫堂の両側の廊下、後ろの文昌閣、東側の朱子祠、大成門の前の檽星門と禮門義路

のそばの塀は、修復しなかった。こうして、台南市の孔子廟は今日の規模を形成した。

（原文中国語、訳は筆者）2） 

と述べられている。さらに、 

  民国34年（1945年）3月の第二次世界大戦の末期、台南市の中心が爆撃されて、孔子

廟は被害が深刻で寄付を受けた。戦後初期、台南市政府は資金を集めて何回かに分け

て修繕し、民国42年（1953年）に完成した。後も毎年修理を重ねた。民国66年（1977

年）に中央と省政府などの各機関が協力して「観光及び古跡修理3年計画」を提唱し

                                                      

1）「台湾の旅 台南孔子廟No.1」http://homepage2.nifty.com/formosa/index_042.htm 2004.10.11 

2）「台南孔廟」http://confucius.cca.gov.tw/temple/temple09_1.htm 2004.6.1 
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たのを受けて、台南市政府はたくさんのお金をかけて大成殿を建て替えた。民国68

年（1979年）に文昌閣が斜めに傾いて修理できなくなったので、台南市政府はもとの

場所に再建した。民国71年（1982年）政府は「文化資産保存法」を公布した。民国

72年（1983年）、政府は「台南市孔子廟」が台湾地区の1級の古跡であり、すべての

孔子廟の古跡の中で、歴史が最も古く、規模が最大で、環境が最も静かで上品な実例

であると公布した。民国74年（1985年）の5月から78年（1989年）の7月において、

再度大修理をした。範囲は各建築に及び、今の容貌になった。（原文中国語、訳は筆者）

1） 

と述べられている。 

 

写真6 台南孔子廟の大成殿（全台首學2004.10.11）2） 

 

 民国72年（1983年）に、台南市の孔子廟は1級の古跡に指定された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1）「台南孔廟」http://confucius.cca.gov.tw/temple/temple09_2.htm 2004.6.1 
2）「全台首學」http://www.premier.com.tw/Touring/kongmiao.htm 2004.10.11 
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以上（2－1～2－4）をまとめると、まず創建年代は、曲阜が紀元前478年、台北が1875

年、台中が1974年、台南が1665年である。台湾の孔子廟の建設年代は台湾の都市の開発

の時期と関係があるようである。台北市の開発が始まったのは1709年 1）、台中市の開発が

始まったのは1885年 2）、台南市の開発が始まったのは1624年 3）である。台中市の開発は

他の都市より少し遅かったので、台中孔子廟の建設は台北と台南より遅かったのであろう。 

次に、創建者は曲阜が魯の哀公で、台北が陳星聚（建設を計画した人。本文には書いて

いない）で、台中が顔欽賢（土地を献出した人）と瞿韶華と董其事（援助した人）で、台

南が陳永華と鄭経（力を援助した人）である。 

 最後に、今の容貌になった年代は曲阜が1368年で、台北が1939年で台中が1976年で、

台南が1989年である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1）「台北市政府／認識台北／歷史沿革」

http://www.taipei.gov.tw/cgi-bin/classify/index.cgi?class_id=%41%30%32%2C%42%30%37 2004.12.10 
2
「走謮台灣，用心看台中」http://www.tccgc.gov.tw/report/taichung/taichung/taichung.htm 2004.12.10 
3）「台南市 總體發展計畫 第一節  歷史發展沿革」 

http://gisapsrv01.cpami.gov.tw/cpis/cprpts/tainan_city/total/total-1.htm 2004.12.10 
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２２２２－－－－５５５５    教師教師教師教師のののの日日日日のののの由来由来由来由来 

 

台湾の教師の日については、 

  中国の教師の日と言えば、中国の教育史の中で最も偉大な教師は、つまり孔子につい

て述べなければならない。孔子は「誰にでも差別をしないで教え、人に応じて適切な

教育をする」万世の模範である。一生を通して六芸を伝授し、学生は3千人以上に及

んでいる。階級や貧富を問わず、学びたいという心があれば、孔子はすべて来る者を

拒まず、飽きずに教え続けた。 

  春秋の時期、動乱の時局の中で、孔子は社会の習慣を改善するために、世を助け人心

を正して列国を周遊し、各国の君主に仁道を施行するように忠告した。晩年、魯国に

帰って、古代の文献を整理して六経を編修し、中華文化における万世不変の儒学伝道

の系統の基礎を打ち立てた。 

  孔子の経世教育理念と人格修養は中国文化に深く影響しているので、民国28年（1939

年）に、教育部は孔子の誕生日8月27日を教師の日にすると決定した。その後、学者

や専門家の研究によって、孔子の誕生は太陽暦に換算すると、9月28日であることが

わかった。そのため、民国41年（1952年）に、行政院が大統領の命令を受けて、孔

子の誕生日と教師の日を9月28日に変え、聖人孔子を記念するとともに教師たちの長

年にわたる苦労を慰問することにした。 

現在に至るまで、毎年の教師の日に、各地の孔子廟は孔子の祭りを行い、最も盛大で

厳かな儀礼で、孔子に対して大きい敬意を表現するだけではなく、教育行政部門及び

及各地方政府が「慶祝教師節大会」というパーティーを催して、経験が長い教師や優

良な教師を表彰し、教師たちの社会に対する貢献を顕彰するのである。（原文中国語、

訳は筆者）1） 

と述べられている。 

 

 

 

 

                                                      

1）「教師節的由來」http://www.worldone.com.tw/event/hotteacher/source1a.asp  2004.4.29 
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どうして教師の日を旧暦から太陽暦に変えたのだろうか。現在、旧暦を使用している国

は少なく、多くの国が太陽暦を採用している。また、旧暦の日付は太陽暦の上では毎年異

なってしまう。そこで、毎年同じ日を教師の日として祝うには、太陽暦にしたほうが便利

だからであろう。それに、旧暦を使うと、孔子の誕生日と教師の日は、台湾の人々にしか

わからない。偉大な孔子の誕生日と教師の日を全世界の人々に伝えるために、太陽暦に変

えたのかもしれない。 
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世界各国の教師の日： 

 

1．ベネズエラ 

 ベネズエラについては、「毎年の1月15日を教師の日に定めている。この日は祝賀大会

の他に、教師に花束を捧げたりする。」（原文中国語、訳は筆者）1）と述べられている。 

2．タイ 

 タイについては、「毎年の1月16日を教師の日に定めている。この日全国の学校は休み

になり、盛大で厳かなお祝いをする。各地の祝賀式では、その年定年退職する教師と新任

教師に賞状と花束を贈る。」（原文中国語、訳は筆者）と述べられている。 

3．スーダン 

 スーダンについては、「1971年2月24日から全国で教育改革を実行し、この日を教師の

日に定めた。中、小学校はすべて一日休みになり、祝賀と記念を示す。」（原文中国語、訳

は筆者）と述べられている。 

4．チェコ、スロバキア 

 チェコ、スロバキアについては、「毎年の3月28日を教師の日に定めている。この日の

前後の一週間は、全国で教師と教育を尊重する行事が行われる。国家は優秀な教師に勲章

や栄誉称号を授与する。」（原文中国語、訳は筆者）と述べられている。 

5．ドイツ 

 ドイツについては、「毎年の6月12日を教師の日に定めている。各地は教師を尊敬する

行事が行われる。」（原文中国語、訳は筆者）と述べられている。 

6．ハンガリー 

 ハンガリーについては、「教師の日は毎年6月の第1月曜日である。」（原文中国語、訳は

筆者）と述べられている。 

7．北朝鮮 

 北朝鮮については、「『教育提綱』の発表を記念して、その発表日の9月5日を教師の日

に定めている。」（原文中国語、訳は筆者）と述べられている。 

 

 

 

                                                      
1）「各地教師節」http://www.worldone.com.tw/event/hotteacher/country.asp 2004.4.29  以下2～7も同様。 
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8．インド 

 インドについては、「毎年の9月5日を教師の日に定めている。11月14日は、子供の日

であると同時に児童教育従事者の祝日でもある」（原文中国語、訳は筆者）1）と述べられて

いる。 

9．旧ソ連 

 旧ソ連については、「毎年10月の第1日曜日を教師の日に定めている。」（原文中国語、

訳は筆者）と述べられている。 

10．モンゴル 

 モンゴルについては、「1967年から、毎年2月の第1日曜日はモンゴルの教師の日であ

る。」（原文中国語、訳は筆者）2）と述べられている。 

11．アルバニア 

 アルバニアについては、「毎年3月7日はアルバニアの教師の日である。」（原文中国語、

訳は筆者）と述べられている。 

12．インドネシア 

 インドネシアについては、「毎年5月6日はインドネシアの教師の日に定められていて、

国民教育の日である。」（原文中国語、訳は筆者）と述べられている。 

13．ポルトガル 

 ポルトガルについては、「1980年から、毎年5月18日はポルトガルの教師の日である。」

（原文中国語、訳は筆者）と述べられている。 

14．中国 

 中国については、「毎年9月10日は中国の教師の日である。」（原文中国語、訳は筆者）

と述べられている。 

 

15．ポーランド 

 ポーランドについては、「毎年10月14日はポーランドの教師の日である。」（原文中国語、

訳は筆者）と述べられている。 

 

                                                      
1）「各地教師節」http://www.worldone.com.tw/event/hotteacher/country.asp 2004.4.29 以下9も同様。 
2）「世界各地的教師節」http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/ziliao/2003-09/04/content_1062372.htm  

2004.10.28 以下11～15も同様。 
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 筆者が調べた結果、世界各国の教師の日の中で、孔子と関係があるものは、一つもない。

ちなみに、儒教文化の影響が強く孔子廟も建てられている韓国やベトナムの教師の日は、

韓国が5月15日 1）で、ベトナムが11月20日 2）である。 

 韓国については、「教師の日の時、教師は学生からハンカチや靴下などの小さいプレゼン

トがもらうことができるが、プレゼントをもらった後、校長に報告しなければならないし、

それに、学生に返礼の文房具や本などをあげなければならない。」（原文中国語、訳は筆者）

3）と述べられている。 

 ベトナムについては、「ベトナム全国各地の大学、小中学校は当日この祝日を祝うために、

いろいろな活動を用意する。」（原文中国語、訳は筆者）4）と述べられている。 

また、孔子の故郷の中国でも関係がない。しかし、北京の20数名の国学の専門家の呼び

かけにより、中国は教師の日を孔子の誕生日すなわち9月28日に変えようとする動きがあ

るそうである。5） 

 中国の場合、教師の日は数回にわたって変更されている。1931年に初めて教師の日を6

月6日に定めた。その後、孔子の旧暦の誕生日（8月27日）に変えた。中華人民共和国建

国後に、中央人民政府が6月6日に戻した。1951年に教師も労働階級の一部とされ、5月

1日はメーデーと教師の日を同時に祝うように決められた。その後、教師の社会的地位が

認められたこと、9月はちょうど新学期開始時期であること、9月には他に国定休日がない

ことなどにより、9月10日を教師の日にすると決定した。6） 

 それから、アメリカには、国家の祝日・休日としての「教師の日」はない 7）が、全米教

育協会は5月の第一火曜日を「教師の日」に定めている 8）。 

 

 

 

                                                      
1）「教师节专辑」http://www.bjflower.com/jieri/teacher/teacherday.asp 2004.12.14 
2）「聯邦旅遊 [首頁]」http://www.lienbangtravel.com/index_c.asp 2004.12.14 
3）「老师：应该收礼吗？」http://news.xinhuanet.com/banyt/2004-08/06/content_1723918.htm 2004.12.14 
4）「国际纵横-图片新闻：越南各大中小学庆祝教师节」 

http://online.cri.com.cn/2822/2003-11-20/167@353072.htm 2004.12.14 

5）
「China News Service - 09/September/2004 - 0909098.CNS」 

http://www.chinanews.com.hk/cgi-bin/shownews.pl?filename=0927038.CNS&date=20040927&type=chinese 2004.10.31 

6）「中国教师节的由来」http://www.tcsrz.com/ShowArticle.asp?LayoutID=3&ArticleID=79 2004.12.14 
7）「Holidays and Other Dates in the US Secular Calendar」http://www.smart.net/~mmontes/ushols.html 2004.12.8 
8）「NEA:National Teacher Day 2004」http://www.nea.org/teacherday/ 2004.12.12 
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結論 

 本節では、簡単に各孔子廟の由来と教師の日の由来を紹介した。 

 以上の結果から、まず、世界でいちばん古い孔子廟は中国山東曲阜孔子廟であることが

わかった。それから、台湾でいちばん古い孔子廟は台南孔子廟であることがわかった。ま

た、台湾において孔子廟は数多く、その中で、三つの孔子廟が古跡に指定されている。北

部・中部・南部各一つである。北部は台北孔子廟で、3級の古跡である。中部は彰化孔子

廟で、1級の古跡である（本節では紹介していない）。南部は台南孔子廟で、1級の古跡で

ある。さらに、教師の日の由来については、民国28年（1939年）に、教師の日が始まり、

その後、民国41年（1952年）から、9月28日に変わったことがわかった。最後に、世界

各国の教師の日に関しては、全部で16の国の教師の日を紹介した。孔子と関係があるもの

は、一つもないが、世界中で教師がみんなの心の中で非常に重要な地位を占めていること

がわかった。 

 孔子がソクラテス（またはマホメット、二説がある）・イエス・釈迦と並んで四大聖人の

一人になっているのは、中国の教育史の中で最も偉大な教師であるからだけでなく、儒家

の思想は多くの人に深く影響しているからである。したがって、孔子に対する人々の尊敬

は、これからも永遠に変わらないのではないだろうか。 
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付録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原文 http://w3.tccg.gov.tw/confucian/chinese/a1.htm 
 
「創建臺中孔子廟碑記」 

臺中為人文蒼萃之區，更為臺灣省政樞紐，四方翹望，動繫觀瞻，年來凡百建設，齊
頭並進，惟獨孔子廟尚闕如，寧非憾事。蓋孔子明人倫、立紀綱、修道興教，為萬世師表。
是以各縣市，均有孔廟之建立，緩經議會之倡議，市政府之籌劃，地方耆老之贊助，及國
大代表顏欽賢先生捐獻大智路土地一千五百坪變售為基金，復承省政府之指導與協助，建
廟構想，始具規模。迺於民國六十一年九月組設興建委員會，由省府徐前秘書長鼐為主任
委員，嗣於六十二年八月由韶華賡董其事，先後繪圖、估價，至六十三年六月始奠基鳩工。
歷數年之經營，終於六十五年竣工。從此廟宇巍峨，明倫有地。瞻門牆之崇高，同登聖城，
躋明堂之深奧，共沐薰陶。消滅奸匪邪說，恢復固有道德，謀人類幸福，進世界大同，懿
歟盛哉，謹為之記。 
臺灣省政府秘書長 瞿韶華拜撰 臺灣省政府參議 陳其銓敬書 
中華民國六十五年六月穀旦 
 
原文 http://w3.tccg.gov.tw/confucian/chinese/a4.htm 
 

孔廟原址為空軍子弟小學及教職員宿舍，民國五十六年學校遷移至健行路改名為省三
國小，原地就規劃改建成孔廟。本孔廟委由臺灣省公共工程局規劃設計監造，慶仁營造廠
及臺灣舖道工程公司承建。建築型式本有典籍可循，惟為審慎再三斟酌，除參考曲阜縣誌
及闕里文獻等外，尚廣徵學者專家意見，且為了與相鄰的忠烈祠（清代宮殿式建築與彩繪）
做區分，最後決定採用宋代宮殿式建築，以取其渾厚、雍穆、樸實而壯觀。平面配置係參
照曲阜孔廟佈置規模縮小而成。 

 

ホームページの日本語ページ全文（該当部分） http://confucian.tccg.gov.tw/Jap/a.htm 
 
台中は人文薈萃の地区で、四方を翹望すれば動き繋る観瞻である。議会の倡議を経て、

市政府の規劃で、地方父老の援助と、国大代表顔欽賢の献出した大智路の土地一千五百
坪を売り出し基金にして、又省政府の指導と協力で建廟の構造は始めて具体的に規模が
出来て民国六十一年九月興建委員会を設立し、省政府の前秘書長徐鼎先生を主任委員に
して於って六十二年八月瞿韶華と董其事共に相ついで図面の作製と見積りを済せて、六
十三年六月着工開始した。数年かけての経営で、六十五年に完成し。従がってこの廟宇
は巍しき斯地に明倫極りでご在います。尚崇高たる牆門の瞻望は聖域の登りと奥深く明
堂の躋攀に等しき薫陶を共沐した思いでご在います。  

 
本より孔子廟の住所は空軍の子供の小学校と教職員の宿舎なので、民国五十六年学校

は健行路に移転し、改めて省三国小と名付けられ、原地は孔子廟に改建の規劃に取り組
んで台湾省公共工程局に委託して本孔子廟の規劃設計及び監造することに定り、慶仁営
造廠及び台湾舗設工程公司両社の請負いで以って、其の建て型は本よりの典籍に依って
循行されています。慎重に期して再三の斟酌をした挙句曲阜県誌及び闕里の文献などの
外。尚学者や専門家の意見も重視して且隣近の忠烈祠、（清の時代宮殿式の彩絵）を仕
分けて、最後の決定は宋時代の宮殿式建築を採用することに成り以って其の渾厚、雍穆
と樸実は壮観である。平面配置は曲阜孔子廟の配置の規模を縮小した丈の物に見られま
す。 
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筆者による日本語訳 
 
「創建臺中孔子廟碑記」 
台中は人文が盛んな地方で、また、台湾省政府が置かれ、交通の要所でもある。近年、

いろいろな建設が進められているのに、まだ孔子廟が建てられていないのは遺憾なこと
であった。孔子は倫理を解明し、紀綱を作り、真理を明らかにして、教師の万世の模範
である。各県市で孔子廟が建てられているという理由で、議会の審議を経て、市政府が
計画し、地方の人士の援助と、国民大会代表の顔欽賢氏が献出した大智路の土地一千五
百坪を売り出し基金にして、市政府の指導と協力で、ついに孔子廟を建てる構想は具体
化した。民国61年（1972年）9月に興建委員会を設立し、省政府前秘書長の徐鼐氏が
委員長を担当した。民国62年（1973年）8月から瞿韶華氏と董其事氏が相次いで図面
の作成と見積もりを済ませ、民国63年（1974年）6月に着工した。数年かけて工事を
して、ついに民国65年（1976年）に竣工した。この高貴な廟ができて、台中は明倫の
地となった。崇高な壁門を望めば、聖城に登るが如く、廟の奥に入れば、孔子の薫陶を
享受できる。邪悪な考えを消し去り、古代から伝えられた道徳を回復し、全人類の幸福
を求め、世界の平和を追求しよう。万歳、万歳。以上、謹んでこれを記す。 
台湾省政府秘書長「瞿韶華」撰、台湾省政府参議「陳其銓」書 
中華民国65年（1976年）6月 
 
もともと孔子廟の場所には空軍子弟の小学校と教職員の宿舎があったが、民国56年
（1967年）に学校は健行路に移転して省三国小に改名し、跡地は孔子廟の建設予定地
になった。台湾省公共工程局に企画・設計・監督を委託して、慶仁營造廠と台湾舖道工
程公司が工事を請け負った。建物様式は可能な限りの典籍を参考にして、何度も慎重に
考え、『曲阜県誌』と地方文献を参考にしたほか、広く学者や専門家の意見を集めた。
さらに、隣接する忠烈祠（清代宮殿式の建物と彩色画がある）と区別するために、最終
的に、重厚・柔和・質素・壮観を備えた宋代宮殿式建築を採用することに決定した。平
面配置は曲阜孔子廟を参照して、規模を縮小した。 
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第第第第２２２２章章章章    孔子祭式孔子祭式孔子祭式孔子祭式 

第第第第１１１１節節節節        孔子祭孔子祭孔子祭孔子祭のののの由来由来由来由来とととと流流流流れれれれ 

 

序論 

孔子廟は中国伝統教育文化を象徴している。台湾には多くの孔子廟が建てられており、

孔子祭も伝統的文化行事として台湾人に重視されている。 

孔子祭は台湾だけでなく、日本や中国などいろいろな国でも行われている。そこで、本

節では、孔子祭の由来と次第を探究したいと思う。                    

 

本論 

１１１１－－－－１１１１    孔子祭孔子祭孔子祭孔子祭のののの由来由来由来由来とととと歴史歴史歴史歴史    

 

孔子祭は釋奠とも言う。「釋奠」は酒食と音楽と踊りを用意して、孔子を祭るということ

である。釋奠は「せきてん」または「しゃくてん」、「さくてん」とも読む。「釋奠」は孔子

の誕生日に実施されている。 

「釋奠」については、 

孔子は周霊王21年8月27日（旧暦）に生まれたが、新暦に換算すると9月28日であ

る。『礼記』によると、周代には教師を尊ぶために、釋奠を実施した。祭る対象は孔子

だけではなく、亡くなった教師も祭った。後に、孔子は一所懸命教育事業に貢献した

ので、釋奠の対象は孔子になった。（原文は中国語、訳は筆者）1)
 

と述べられている。また、 

もともと周代から始まり、その時、孔子の故郷に（山東曲阜）孔子廟を建てた。漢代

になると、孔子廟中の大成殿には太牢（牛、羊、豚）が料理として供えられるように

なった。唐代には孔子と一緒に72の弟子も祭るようになった。「釋奠」ははじめのこ

ろ春夏秋冬に行われていたが、明清時代から1年に2回2月と8月の上旬に釋奠を行

うようになった。（原文は中国語、訳は筆者）2)
 

と述べられている。

                                                      

1) 台北孔子廟管理員(1974)『大成至聖先師子釋奠簡説』台北市政府編印p.2 

2) 「台北孔廟之旅」http://confucian.tccg.gov.tw/chinese/a.htm 2004..3.7 
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１１１１－－－－２２２２    孔子祭孔子祭孔子祭孔子祭のののの流流流流れれれれ     

 

    以下、孔子祭の式典の流れを『大成至聖先師孔子二五二四週年誕辰釋奠大典特刊』1)と

いう資料をもとにして、まとめる。 

1． 祭典開始 

祭典の前に、大鼓を打って、楽生と舞生が霊星門の外で整列する。 

2． 啓扉 

儀門を開けて、続いて霊星門も開ける。（平常は儀門と霊星門は閉まっている。） 

3．執事者就位 

次に、礼生、楽生、糾儀官、分献官、正献官などの執事者が各目の持ち場につく。順番

に入場し、大成殿に向く。それから、牛と羊と豚の血を祭品として地中に埋める、これが

祭典の序幕である。 

4．迎神 

正献官は献礼の前に、手を洗わなければならないので、枓と罍で（写真1）手を洗い、

拭き終わったら、献礼することができる。それから、孔子の祭壇の前で線香をあげる。そ

して、お辞儀を3回する。そのとき、楽生が「昭平の章」（後述）を演奏する。 

 

写真1罍と枓 2） 

 

5．進饌 

 執事が供物の蓋を取り、横に置く。 

6．行初献礼 

正献官は孔子の祭壇の前で線香をあげてから、帛（絹織物）と爵（酒）を捧げ、最後に

お辞儀を3回する。 

                                                      
1)
 台南市孔廟管理委員會(1974)『大成至聖先師孔子二五二四週年誕辰釋奠大典特刊』台南市政府文廟管理委員會

編印pp.47-49 
2）「高雄縣孔子廟」http://163.29.105.99/intranet/rosseauism/asw2/KCCT/ 2004.10.30 
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7．祝文奉読 

孔子に対し、祝文官が祝文を奉読する。終わったら、また全員お辞儀を3回目する。そ

のとき、「宣平の章」（後述）を演奏する。 

8．行初分献礼 

東に立つ分献官は（東配、東哲、東廡）1）の弟子に帛と爵を捧げるのに対し、西に立つ

分献官は（西配、西哲、西廡）2）の弟子に帛と爵を捧げる。 

9．行亜献礼 

 正献官は2度目の爵を捧げる。初献礼と同じである。 

10．行亜分献礼 

分献官は2度目の爵を捧げる。行分初献礼と同じである。行亜献礼と行亜分献礼のとき、

「秩平の章」（後述）を演奏しながら、「秩平の舞」を踊る。 

11．行終献礼 

 正献官は3度目の爵を捧げる。 

12．行終分献礼 

 分献官は3度目の爵を捧げる。そして、「叙平の章」（後述）を演奏しながら、「叙平の舞」

を踊る。 

13．飲福受胙  

 正献官は3献礼をした後、福酒（祭った酒）と福胙（祭った肉）を代表していただく。 

14．撤饌 

 執事者が供物に蓋をし、霊星門まで持って行く。そのとき、「懿平の章」（後述）を 

演奏する。 

15．送神 

 執事者が燈、爐（写真1）、斧（写真2）、扇（写真3）を持つ参列者ともに霊星門まで孔

子をお送りする。そのとき、「徳平の章」（後述）を演奏する。 

 

 

                                                      
1）孔子の弟子には4配（顏子、曾子、子思、孟子）と12哲人（閔損、冉雍、端木、仲由、卜商、有若、冉耕、宰

予、冉求、言偃、顓子師、朱熹）という名称がある。したがって、東の顏子と子思を東配と呼び、東の哲人を

東哲と呼び、東の他の弟子を東廡と呼ぶ。「北京孔廟」http://www.confucius-bj.rog.cn  2004.10.16 
2）西の曾子と孟子を西配と呼び、西の哲人を西哲と呼び、西の他の弟子を西廡と呼ぶ。 
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写真1 燈（右）、爐（左）1）     写真２ 斧          写真3 扇（右） 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16．望燎 

祝文、帛の順に燎のところへ持って行き、祝文と帛を燃やす。望燎というのは正献官が

祝文などを燃やすのを見ることである。そして、燃やし終わったら、元のところに戻る。 

17．闔門 

 儀門と霊星門を閉じる。 

18．祭典終了   

祭典終了後、「智慧毛」という行事がある。これは人々が牛の毛を抜き取る行事である。 

台南孔子廟の管理人の話によると、勉強している学生が祭った牛の頭の毛を抜き取ると、 

頭がよくなり、試験もうまくいくと思われているので、「智慧毛」という行事は台南孔子廟 

で行なわれるようになったそうである 2）。後に、他の孔子廟もその行事をまねて、台湾の 

ほとんどの孔子廟で「智慧毛」という行事を行うようになった。 

それで、祭典が終わり次第、大勢の人が並んで牛の毛を抜き取る。しかし、今ほとんど

の孔子廟では、牛の毛を抜き取るのは残忍だという理由で、この行事は中止され、代わり

にお菓子を人々に配るようになった。その一方、現在、台南孔子廟だけはその伝統を守る

ために、この行事を続けている。 

 

                                                      
1）「高雄縣孔子廟」http://163.29.105.99/intranet/rosseauism/asw2/KCCT/ 2004.10.30 以下、写真2、.3も同様。 
2）2004年12月、筆者が直接インタビューした。  
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以下、楽章については『大成至聖先師孔子二五二四週年誕辰釋奠大典特』を参考にして、

まとめる。楽章というのは、孔子の功績を賞賛するために、作った曲と歌詞である。台南

孔子廟の楽章は清朝制度に基づいて行われている。また、楽章の説明に付けた各譜面は、

もともと黒沢隆朝氏が昭和18年（1943年）に台南孔子廟で採譜したものである 1）。 

 

「昭平の章」：（原文 2）と筆者による日本語訳）  

大哉孔子，先覺先知，與天地參，萬世之師！ 

祥徵麟紱，韻答金絲；日月既揭，乾坤清夷！ 

  偉大な孔子は、我々の先覚者であり、天地と三位一体になり、永遠の師である！孔子

の神を迎えるとき、めでたい象徴が現れ、すばらしい音楽が鳴り響く。そして太陽も

月も光り輝き、天空と大地を清めるのだ！ 

 

（譜表上部の括弧内の表字は糸楽部の琴の弦名。そして単旋律全曲は声楽部のみのもの。） 

                                                      
1）佃清風「東洋楽理序説・（五）台南孔子廟の音楽・2三献礼の舞楽」（未出版？藤田裕之氏のホームページで公

開されている。） http://sketto.com/densuke/touyou/5_2.htm  2004.12.7 
2）台南市孔廟管理委員會(1974)『大成至聖先師孔子二五二四週年誕辰釋奠大典特刊』台南市政府文廟管理委員會編

印p.47 
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「宣平の章」：（原文 1）と筆者による日本語訳） 

予懷明德，玉振金聲，生民未有，展也大成！ 

俎豆千古，春秋上丁。清酒既載，其香始升。 

  我々は孔子を思い慕う。広範にわたり知徳を集大成したその偉業に、並ぶものはない

のだ！毎年の春と秋（旧暦二月と八月）の初めの丁日には、酒を捧げ線香を供えて、

永遠に孔子を祭るのだ。 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1）台南市孔廟管理委員會(1974)『大成至聖先師孔子二五二四週年誕辰釋奠大典特刊』台南市政府文廟管理委員會編

印p.47 
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「秩平の章」：（原文 1）と筆者による日本語訳） 

式禮莫愆，升堂再獻，響協薣鏞，誠孚罍甗。 

肅肅雍雍，譽髦斯彥，禮陶樂淑，相觀而善。 

  祭典のとき、間違えてはいけない！殿堂にあがって、2 度目の爵（酒）を捧げるとき

は、大鼓と鐘の音に応じて敬礼し、敬虔で誠意がこもるように、酒を注ぐのだ。恭し

く威厳を保ち、大勢の有名な人材は、すべて孔子の薫陶を受け、孔子を善の手本とす

るのだ。 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1）台南市孔廟管理委員會（1974）『大成至聖先師孔子二五二四週年誕辰釋奠大典特刊』台南市政府文廟管理委員會

編印p.48 
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「叙平の章」：（原文 1）と筆者による日本語訳） 

自古在昔，先民所作，皮弁祭菜，於論斯樂。 

惟天牖民，惟聖時若，彝倫攸敘，至今木鐸！ 

 かつて賢者（孔子）は、衣冠・供物・論理・音楽など、荘重な祭式の規範を作った。

天理は民を導き、聖人（孔子）は天理に沿って教育を進めた。その正道と論理は今に

至るも、世の民を教え導くのである。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1）台南市孔廟管理委員會（1974）『大成至聖先師孔子二五二四週年誕辰釋奠大典特刊』台南市政府文廟管理委員會

編印p.48 



 37

「懿平の章」：（原文 1）と筆者による日本語訳） 

先師有言：祭則受福。四海黌宮，疇敢不肅？ 

禮成告徹，毋疏毋瀆！樂所自生，中原有菽。 

  先師（孔子）は「祭典を行えば、必ず天から福を受ける」と言った。世上のすべての

学舎は、厳粛にその福を受けるのだ。拝礼が終わって下がるとき（撤饌のとき）も、

みんなで誠意な心で祭品を片づけて、不行儀な行為をしてはいけない！豊かな祭品か

ら福をもらえば、自然に喜びの気持ちが湧いてくる。 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1）台南市孔廟管理委員會（1974）『大成至聖先師孔子二五二四週年誕辰釋奠大典特刊』台南市政府文廟管理委員會

編印p.49 
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「徳平の章」：（原文 1）と筆者による日本語訳） 

鳧繹峨峨，洙泗洋洋，景行行止，流澤無疆！ 

聿昭祀事，祀事孔明，化我蒸民，育我膠庠。 

  鳧繹山（山の名前）がそびえ立ち、洙水と泗水（川の名前）がゆったりと流れる孔子

の故郷は、その広大無限の偉業を象徴しているかのようである！祭典を明らかに盛大

に行うことにより、我々国民が聖人の感化を受け、学校教育がますます盛んになりま

すように！ 

 

                                                      
1）台南市孔廟管理委員會（1974）『大成至聖先師孔子二五二四週年誕辰釋奠大典特刊』台南市政府文廟管理委員會

編印p.49 
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結論 

本節では、孔子祭の歴史と流れについて調べた。台南孔子廟を中心に調べた結果、他の

孔子廟と比べて異なるところを発見した。もともと孔子祭は年に2回（春、秋季）行われ

たのに対し、今は年に1回9月28日に行われるようになったが、台湾では台南孔子廟だけ

春季と秋季に行われていることがわかった。また、祭典の最後に牛の毛を抜き取るという

行事は、ほとんどの孔子廟ではその活動を禁止されたが、台南孔子廟だけその伝統活動を

続けていることがわかった。                                                                                                                                                                                                                                                          

孔子の偉い功績を懐かしむために、毎年孔子祭を行うようになった。祭のとき、音楽を

演奏し、舞踊もあり、祭の流れもきちんとしている。孔子祭は学者だけでなく国民にとっ

ても、大切な祭なので、正しく祭の礼儀を守らなければならない。したがって、私たちは

これからも孔子祭を後世まで伝えるべきである。
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第第第第２２２２節節節節    楽器楽器楽器楽器、、、、礼礼礼礼器器器器 

 

序論 

 「以成書院」は昔から台南孔子廟の孔子の祭りを担当している。まず、「以成書院」の前

身の礼楽局から、今までの歴史や発展を調査したい。「以成書院」の歴史を明らかにしたら、

楽器と礼器の保存の歴史も了解できるのではないであろうか。また、孔子の祭りが行われ

るのには、楽器と礼器が不可欠である。台南文廟管理委員會は「台南の孔子の祭りの楽器

と礼器は清朝のとき、台湾人が中国へ科挙の秀才を受けに行ったとき、持って帰ったもの

である。しかし、楽器はもう古くなり、今使っているのはもうそのとき持って来たもので

はない。（原文中国語、訳は筆者）」1）と述べている。それから、伝統的な楽器は8種類で

あるが、清朝のときには「以成書院」によって、13種類に変えられた。何培夫は「『餅鼓』

と『叫鑼』と『鱷鑼』と『三音』と『雙音』という5種の楽器を増やした。（原文中国語、

訳は筆者）」2）と述べている。しかし、資料によると様々な楽器と礼器があるそうだが、特

別な楽器と礼器は名前だけ紹介してもわかりにくいので、わかりやすく紹介したい。そこ

で、本節では「以成書院」と楽器と禮器について紹介する。 

 

本論 

２２２２－－－－１１１１    以成書院以成書院以成書院以成書院 

 

礼器と楽器の記録について「乾隆14年（1749年）に巡台御史楊開鼎が大量の礼器と楽

器を揃えた。そして、清の乾隆42年1777年に知府蔣元樞が蘇州へ礼器と楽器を作りに行

った。（原文中国語、訳は筆者）」3）と述べられている。そして、祭りの音楽は「以成書院」

という団体によって、演奏される。「以成書院」の前身については「『以成書院』は孔子廟

の音楽担当の楽局である。台南孔子廟の創立当初から、孔子の祭りのために、もう楽局が

成立していたらしいが、詳しい記録は残っていない。（原文中国語、訳は筆者）」4）と述べ

られている。 

                                                      
1）台南文廟管理委員會（1984）『成至聖先師孔子二五三四週年誕辰釋奠暨以成書院一五年週年特刊』台南文廟管理

委員會p.179 
2）何培夫（1999）『台南孔子廟釋奠之美』張燦鍙p.35 
3）台南文廟樂局以成書院（2004）『院生資訊』台南文廟樂局以成書院p.3 
4）傳朝卿．廖麗君（2000）『全台首學台南市孔子廟』台灣建築與文化資産出版社 p. 45 
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いちばん早い記録については 

（前略）清の道光15年（1835年）、巡台澎兵備道兼提督學政の劉鴻翔が台南の孔子廟

に参拝した時、多くの禮器と楽器が壊れ散逸しているのを嘆き、地方の紳士を集めて、

補修について相談した。当時、音楽が好きで、演奏が上手な鳳山の秀才の蔡植楠は、

聖廟に楽局を設置すれば、生徒に音楽の演奏と踊りを習わせられるだけでなく、礼器

と楽器の修理と保存もできると提案した。そこで、軍功員外郎吳尚新、生員（秀才の

こと）1）劉衣紹、蔡植楠を選んで、巨額の資金寄付を集めさせて、楽局を作った（こ

こから民間制度が始まり、官製は終わった）。翌年、（清の道光16年、1836年）九曲

堂、內埔、無水寮、井仔腳、仙草埔、湖底莊など1200畝余の土地を買って、その

土地による収益を楽局の維持費用に使った。また、閩南・浙江などの内地から楽師を

雇って、山東曲阜から伝わった伝統的な制度に基づいて、生徒に孔子の祭りの礼儀と

音楽、踊りを習わせた。田畑管理と聖廟楽局の礼儀音楽と事務仕事は、楽局開設当初

の12人の地方有力者が幹部になり、その中の一人を首長として業務を統括させ、ほか

の幹部は毎年交代で土地の管理と礼儀音楽と他の仕事などを分担した。（原文中国語、

訳と下線は筆者）2） 

と述べられている。それ以降、「以成書院」の前身は規模を整えていった。 

何培夫は 

1891年から陳鳴鏘はその音楽が衰退するのを恐れ、楽師を雇って、士子（官職がある

人）3）を募集して習わせた。そして、「以成書院」を作り、進士の許南英を「以成書院」

の長にして、衰微していた楽局を整理した。以後、「以成書院」は孔子廟の楽局の任務

を続けて、孔子の祭りの音楽を研修し、春と秋の孔子の祭りの演奏を担当するように

なった。（原文中国語、訳と下線は筆者）4） 

と述べている。それから、1895年に台湾が日本の殖民地になってからは 

清の光緒21年（明治28年、1895年）、台湾は日本に管理され、聖廟祭祀制度と清朝

府学制度も日本に廃止された。これにより、各廟と寺は管理する人がいなくなり、以

成書院の名前も以成社に変えさせられた。（中略）1897年の5月、台南地方の人士が

集まって、聖廟の修理と孔子の祭りを行うことを協議し、当時の台湾にあった日本の

                                                      
1）「科舉制度」http://www.taiwanus.net/history/1/60.htm  2004.10.30 
2）台南文廟樂局以成書院、前掲書、p.3 
3）「國語辭典」 http://140.111.1.22/clc/dict/  2004.10.21 
4）何、前掲書、p.45 
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政府は祭りをすることに同意した。（原文中国語、訳は筆者）1） 

と述べられている。台南文廟樂局以成書院は「（前略）昭和8年（民国22年、1933年）初

めて『聖廟釋奠儀節』と『同聲集』という本を出版した。（原文中国語、訳は筆者）」2）と

述べている。そして、台南文廟樂局以成書院は「民国34年（1945年）、台湾は主権を回復

し、（中略）以成社も元の名前に戻して、以成書院に変った。（原文中国語、訳は筆者）」3）

と述べている。それから、以成書院の制度の変更については「民国64年（1975年）、以成

書院は制度が変わり、台南の孔子廟の管理委員会の一部分になり、正式な名称は『臺南市

文廟管理委員會樂局以成書院』になった。規約を作り、理事会を組織し、院内の仕事を管

理する。（原文中国語、訳は筆者）」4）と述べられている。 

また、構成員の募集については「昔は、『以成書院』の一員になるのは栄誉なことで、選

考条件が厳しく、秀才以上でなければ、参加できなかった。今は興味があったら、誰でも

参加できる。（原文中国語、訳は筆者）」5）と述べられている。基本的な条件については「台

湾の国籍で年齢が20歳から50歳までの男性がこの書院の趣旨に同意したら、（中略）申し

込める.。（原文中国語、訳は筆者）」6）と述べられている。台南孔子廟管理人によると「今

でも女性は参加できなくて、男性だけである。今年（2004年）の『院生大會』（中国の旧

暦の正月後の第一日曜日に開かれる会議で、全員が参加する。）7）で女性も参加できるよう

に提案したが、通過しなかった。しかし、女性は練習に参加することができる。以成書院

は毎週の土曜日に練習があり、今年の11月から月曜日も練習がある。月曜日は院外の活動

で演奏する人が練習しに来る。（原文中国語、訳と下線は筆者）」8）そうである。 

 以上をまとめると、以成書院の前身は孔子廟の礼楽局である。礼楽局は1835年に吳尚新、

劉衣紹、蔡植楠によって作られた。閩南・浙江などの内地から楽師を雇って、山東曲阜か

ら伝わった伝統的な制度に基づいて、生徒に音楽と踊りを習わせた。礼楽局は土地による

収入で維持し、首長と幹部も選んで、管理した。そして、1891年に陳鳴鏘は以成書院を作

り、進士の許南英を以成書院の長にして、衰微していた楽局を整理した。それから、1895

年、台湾は日本に統治され、聖廟祭祀制度と清朝府学制度も日本に廃止されて、名前も以

                                                      
1）台南文廟樂局以成書院、前掲書、p.5 
2）台南文廟樂局以成書院、前掲書、p.7 
3）台南文廟樂局以成書院、前掲書、p.7 
4）台南文廟樂局以成書院、前掲書、p.8 
5）台南文廟管理委員會、前掲書、p.179 
6）台南文廟樂局以成書院、前掲書、p.45 
7）2004年10月、筆者が直接インタビューした。 
8）2004年10月、筆者が直接インタビューした。 
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成社に変えさせられた。また、名前が元に戻ったのは1945年に台湾が日本の統治を離れて

からであった。1975年、以成書院は台南の孔子廟の管理委員会の一部分になり、正式な名

称は「臺南市文廟管理委員會樂局以成書院」になって、制度も役員から理事になった。構

成員の募集は昔は秀才でなければ、参加できなかったが、今は台湾の国籍で20歳から50

歳までの男性なら、参加できる。一方、女性は正式に以成書院に参加できないが、以成書

院へ音楽を習いに行ける。 
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2222－－－－2222    楽器楽器楽器楽器とととと礼礼礼礼器器器器のののの紹介紹介紹介紹介 

 

「八音樂器」というのは、楽器を材料で分けた言い方で、8種類ある。 

表1 

「金音」 金属製の楽器である。「鏞鐘」と「鏄鐘」と「編鐘」がある。 

「石音」 石で作られた楽器である。中国語で「玉音」とも呼ばれる。「特磬」と「編

磬」がある。 

「絲音」 弦楽器である。「琴」と「瑟」がある。 

「竹音」 竹で作られた楽器である。「排簫」と「洞簫」と「笛」と「箎」がある。 

「匏音」 瓢箪で作られた楽器である。「笙」がある。 

「土音」 陶製の楽器である。「塤」という楽器がある。 

「革音」 牛の革で作られた楽器である。「晉鼓」と「建鼓」と「應鼓」と「鼗鼓」

と「搏拊」がある。 

「木音」 木で作られた楽器である。「柷」と「敔」と「柏版」がある。 

 

「石音」 

写真11） 特磬 

 

許は「『特磬』は昔の形は三角形のもあり、

上には動物か雷か雲の形を刻むこともあ

る。（中略）頂点に穴をあけて、縄で架台に

掛ける。（原文中国語、翻訳は筆者）」2）と

述べている（写真1）。祭りのとき、「大成

殿」の前の右に置く。歌詞の一言が終わっ

たら、木の棒で一回敲く。 

 

 

 

 

 

                                                      
1）2004年8月、台南孔子廟にて筆者撮影。 
2）許桂霖（1985）『大成至聖先師孔子二五三五週年誕辰釋奠典禮』高雄市孔子廟p..34 
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写真21
）
 編磬                             写真32

）
 

       

 

「編磬」は「歌罄」とも呼ばれる（写真2）。全部で16枚で、「特磬」と比べると、形

は小さい（写真3）。二層に分けて掛けて、大きさが違うので、違う音がする。 

 

 

「匏音」 

写真4 笙 

 

 

「笙」は竹と金属の管を組み合わせて作

る（写真4）。金属管は13から36まであり、

台南のは17である。 

 

 

「土音」 

写真53
）
 塤 

 

「塤」は陶製であり、中は空洞である（写

真5）。穴は6つと7つと8つのがある。台

南のは前に4つ、後ろに2つある。音は低

い。 

 

 

 

                                                      
1）2004年9月、台南孔子廟にて筆者撮影。 
2）2004年5月、台南孔子廟にて筆者撮影。以下写真4も同様。 
3）2004年8月、台南孔子廟にて筆者撮影。 
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「竹音」 

写真61） 排簫                         写真7 台北の排簫（行政院文化建設委員會  

孔廟文化資訊網2004.7.10）  

      

 

「排簫」は赤い漆を塗り、鳳凰で飾る（写真6）。台北のは金の鳳凰である（写真7）。

中の竹の管は16個ある。「行政院文化建設委員會 孔廟文化資訊網」は「昔は竹の並ぶ様

子が鳳凰の翼のようだったので、『鳳簫』と呼んだ。（原文中国語、訳は筆者）」2）と述べ

ている。竹が9センチ「排簫」の外に出ている。 

 

「革音」 

写真8 鼗鼓              写真9 玉 

    

 

「鼗鼓」は小さい鼓である。中央に柱があり、両側にはひもがある（写真8）。線に銅

で作った玉が付いている（写真9）。「鼗鼓」を揺らすと、玉が鼓を敲いて、音がする。祭

りには二つ使う。 

 

 

 

 

                                                      
1）2004年8月、台南孔子廟にて筆者撮影。以下写真8、9も同様 

2）「行政院文化建設委員會 孔廟文化資訊網」 

 http://confucius.cca.gov.tw/antique/Detail.asp?View=52&ct=3&cp=2 2004.7.10 
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「木音」 

写真101
）
 柷            写真11 

     

 

「柷」の形は蓋がない箱のようである（写真10）。赤い漆を塗り、上は下より広い（写

真11）。「槌」で敲いて、演奏する。 

写真12 敔          写真13 籈      写真142
）
 齟齬 

     

 

「敔」は虎の形をしていて、背中には「齟齬」という鋸歯状のものが27個ある（写真

13）。音楽の演奏が終わったら、まず、虎の頭を三回敲く。「籈」というのは竹で作った

ものであり、12枚を一つにしたものである（写真13）。「籈」で背中の「齟齬」を前から

後ろまで三回送り、音が出る（写真14）。 

 

写真15 柏版（文物特寫2004.8.17） 

 

 

「柏版」は少ないのは6枚あり、多いの

は9枚ある。上は薄くて、下は丸く厚い（写

真15）。 

 

 

                                                      
1）2004年8月、台南孔子廟にて筆者撮影。以下写真11、12、13も同様。 
2）2004年9月、台南孔子廟にて筆者撮影。 
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増やした五種類の楽器 

写真161
）
 餅鼓         写真17 棒          写真18 餅鼓の裏 

   

「餅鼓」は木で作られた楽器である（写真16）。「淺述雅樂十三音由來暨樂器之種類」

は「直径は20センチぐらいである。中は空洞で、外側は牛の革で包んである。（中略）

二つの細い竹の棒で敲く。（原文中国語、訳は筆者）」2）と述べている（写真17、写真18）。

周りは八卦の図で飾る。 

 

写真19 雙音 

 

「雙音」は銅製品である（写真19）。台南

文廟管理委員會は「『碰鈴』とも呼ばれ、七

宝銅で作られた楽器である。二つ鐘があり、

銅の棒を付けて、鐘が互いに打ちあって、

音が出る。（原文中国語、訳は筆者）」3）と述

べている。 

 

写真20 三音 

 

「三音」は銅製品で、直径は25センチぐ

らいである。「淺述雅樂十三音由來暨樂器之

種類」は「上一つ下二つで、三角形を成す、

銅の枠を付けて、蝶のような形になってい

る。左手で下の柄を持ち、右手で小さい槌

を持って敲く…。（以下略、原文中国語、訳

は筆者）」4）と述べている（写真20）。 

                                                      
1）2004年10月、台南孔子廟にて筆者撮影。以下写真17、18、19、20も同様。 
2）「淺述雅樂十三音由來暨樂器之種類」http://140.112.114.126/guide/music/east046.htm 2004.9.6 
3）台南文廟管理委員會、前掲書、p.194 
4）「淺述雅樂十三音由來暨樂器之種類」http://140.112.114.126/guide/music/east046.htm 2004.9.6 
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写真211
）
「鱷鐸」と「叫鑼」          写真22 敲く様子        写真23 

   

台南文廟管理委員會は「『鱷鐸』は龍の頭と金魚の尾を持つ。真ん中が細く空洞で、そ

こから音がする。（原文中国語、訳は筆者）」2）と述べている（写真21、写真22）。また、

台南文廟管理委員會は「『叫鑼』七宝銅で作られた高音の小さい鑼で、演奏開始前に全体

を誘導する。音楽の速さを誘導する楽器。（原文中国語、訳は筆者）」3）と述べている。演

奏の方は親指と人指し指と中指で「鱷鐸」を持ち、「叫鑼」は小指に掛ける（写真23）。 

  

禮器 

写真244
）
 旌節 

 

「旌節」は黄色の絨（毛織物）で作られ

たものである（写真24）。「節」は式典の「執

事者各司其事」のとき、「節生」二人で「節」

を持って、「東佾」と「西佾」を引導する。

踊りの始めと終わりのときにも使う。210

センチぐらいである。 

写真25 麾 

 

「麾」は赤の絹の布で作られた旗である

（写真25）。何培夫は「麾生は二人いて、『大

成殿』の東側に立つのは『東麾』と呼ばれ、

『升龍』の図の麾を上げたら、音楽が始ま

るという意味；『大成殿』の西側に立つのは

『西麾』と呼ばれ、『降龍』の図の麾を下げ

たら、音楽が終わるという意味。（原文中国

語、訳は筆者）」5）と述べている。 

 

                                                      
1）2004年10月、台南孔子廟にて筆者撮影。以下写真22、23も同様。 
2）台南文廟管理委員會、前掲書、p.194 
3）台南文廟管理委員會、前掲書、p.194 
4）2004年8月、台南孔子廟にて筆者撮影。以下写真25、26も同様。 
5）何、前掲書、p36 
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写真26 提燈 

 

「提燈」は木で作られたもので、外に赤

い布を貼る（写真26）。 

写真271
）
 燈爐         写真28 

      

 

「燈爐」は銅製品である（写真27）。中には線香の粉を入れる（写真28）。「送神」と

「迎神」のとき使う。 

 

写真29 「斧」と「鉞」   写真30 斧                写真31 鉞 

    

 

「斧」と「鉞」は木で作られたもので、昔の兵器の一種である（写真29）。「斧」は鯉

の様子を彫刻して、金箔を貼る（写真30）。「斧」の鯉の尾は開いているが、「鉞」の鯉

の尾は開いていない（写真31）。 

 

                                                      
1）2004年8月、台南孔子廟にて筆者撮影。以下写真28、29、30、31も同様。 



 51

写真321
）
 傘             写真33 扇 

         

「扇」と「傘」は雨と日光を防ぐのに使う（写真32）。「扇」は「扇霎」とも「障扇」

とも呼ばれる、表面は黄色の緞の布で作る（写真33）。 

 

結論 

 孔子の祭りの音楽と礼儀を担当する以成書院は、1835年に前身の礼楽局が作られ、1891

年に正式に成立して、今まで、もう169年の歴史がある。以成書院は山東曲阜からの制度

に基づいて、音楽と礼儀を続けてきた。それに、「餅鼓」、「叫鑼」、「鱷鑼」、「三音」、「雙音」

5つの楽器を増やし、以成書院によって、「十三音」という音楽の種類に発展した。また、

以成書院が作った「聖廟釋奠儀節」と「同聲集」という本は、孔子の祭りの礼儀と音楽を

伝えるのに非常に大切である。以成書院は孔子の祭りを守るだけではなくて、伝統的な音

楽にも大きな影響を与えたと言えるであろう。 

                                                      
1）2004年9月、台南孔子廟にて筆者撮影。以下写真33も同様。 
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第第第第３３３３節節節節        式典式典式典式典のののの服装服装服装服装、、、、佾生佾生佾生佾生とととと佾舞佾舞佾舞佾舞    

    

序論 

毎年の9月28日、孔子廟で「釋奠典禮」という祭りが行われる。つまり、孔子を祭るた

めに行われる祭りである。 

台南孔子廟は4つの時代を過ぎてきた。式典の時、参加者は中国式の古代の服装を着て

いる。そして、時代によって式典参加者の服装が異なる。それから、式典の時の踊りには

どんな意味が含まれているのであろうか。 

そこで、本節では、式典の服装、佾生と佾舞について考察することにする。 

以下では、まず、時代による式典の服装の変遷を紹介する。次に、佾生と佾舞について

調べる。 

 

本論 

３３３３－－－－１１１１        式典式典式典式典のののの服装服装服装服装    

 

ここでは、式典の服装の変遷を紹介する。 

  台南市の孔子廟は明永暦 19 年（1665 年）に、建てられた。台湾では、一番古い孔子廟

である。この孔子廟は4つの時代を経てきた。明朝、清朝と日本統治時代そして中華民国

である。これらの時代によって、式典の服装も移り変わった。 

  明永暦19年（1665年）から清康熙58年（1719年）まで、式典の服装は明朝の服装を着

ていた。その中で、明永暦 37 年（1683 年）に鄭成功の息子、鄭経が清朝に降伏した。そ

して、清朝の服装に変わることになったが、明朝時代の人の心を慰めるために、また明朝

の服装を使った。それから、清康熙 59 年（1720 年）から、清朝の服装に変わった。した

がって、明朝の服装は54年続いた。清朝の服装を着ていたのは清康熙59年（1720年）か

ら清光緒10年（1894年）までである。 

  日清戦争で明治28年（1895年）に台湾が日本に割譲されてから、服装が少し変わった。

台南孔子廟管理人によると、「日本政府が統治を開始したころは、祭りが行われなかった。 
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1897 年に、日本政府と交渉して、また祭りを行うようになった。」1）そうである。昭和 20

年（1945年）に、太平洋戦争の結果、日本は台湾を放棄した。その後、また清朝の服装に

変わって、ずっと今まで続いている。したがって、現在の服装は清朝の服装に基づいてい

る。明朝の服装は資料に記録されていないので、わからない。以下、清朝と日本統治時代

と中華民国の服装を紹介する。 

 

３３３３－－－－１１１１－－－－１１１１        清朝清朝清朝清朝    

    

                                     写真1   黒い短掛 2） 

式典参加者はそれぞれ正献官、分 

献官、糾儀官､祝文官、禮生、楽生、 

佾生、佾生長、陪祭官、與祭官を担 

当する。清康熙59年（1720年）か 

ら清光緒10年（1894年）までは、 

元台南市政府文物課長によると、「 

清朝の朝廷は、式典参加者が『白長 

杉黒短掛』、つまり、黒い『短掛』3） 

（写真1）と白い『長衫』（着物のよ     写真2  カンフーシューズ 4） 

うな服であり、シャツのような生地、     

チョウサン）を着るように公布した。 

また、黒いカンフーシューズ（写真2） 

とズボンを身につけた」5）そうである。 

（下線は筆者） 

 

 

    

                                                      
1）2004年11月5日、台南孔子廟にて直接インタビューした。 
2）2004年11月12日、台南孔子廟にて筆者撮影。 
3）短い「馬掛」（マーグァ）である。「馬掛」は長袖であり、長さがだいたい腰までであり、糸で作られるボタン

がついている。この服は清朝の男子の服である。李妙齡（1984）『中國歴代服飾大觀』百齡出版社p.191 
4）2004年9月28日、台南孔子廟にて筆者撮影。 
5）2004年11月5日、台南孔子廟にて直接インタビューした。 
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３３３３－－－－１１１１－－－－２２２２        日本統治時代日本統治時代日本統治時代日本統治時代    

    

台南孔子廟管理人によると、「明治30年（1897年）に、献官の服装が日本式の軍服に変

えさせられた。また、佾生（写真 3）と佾生長は短掛を除き、長衫だけの服装、日本式の

軍帽、黒いカンフーシューズ、ズボンを身につけた。それから、禮生と楽生は黒い短掛、

白い長衫、黒いカンフーシューズ、ズボンを身につけた」1）（写真4）2）そうである。この

時代において、学校は日本人に管理されていたので、佾生を担当する学生も管理されてい

た。それで、清朝の短掛を除いた長杉を着ていた。長杉は着物のような服であるから、廃

止されなかったのではないであろうか。 

 

写真3  佾生 3）                                      写真4  日本統治時代 

 

 

 

 

 

 

 

 

３３３３－－－－１１１１－－－－３３３３        中華民国中華民国中華民国中華民国    

 

民国 34 年（1945 年）に台湾が主権を回復してから、清朝の服装に戻った。だが、台南

孔子廟管理人によると、「献官の服装は民国45年（1956年）に、内政部が公布した国民礼

服の 1 つの黒い短掛
．．

と紺色の長袍（上下一体の長袖の糸で作られるボタン（写真 5）がつ

いているワンピース型の服、チャンパオ）に変わった。また、禮生と楽生の服装も民国67

年（1978 年）黒い短掛と灰色の長袍（写真 5）に変わった。」4）そうである（原文中国語、

訳と下線は筆者、傍点はそのまま）。黒いカンフーシューズ、ズボンは変わらない。以下、

                                                      
1）2004年11月5日、台南孔子廟にて直接インタビューした。 
2）禮生の長衫はもともと色が白い。赤くしたのは、きれいになるように、塗ったそうである。 
3）2004年11月5日、台南孔子廟にて筆者撮影。以下、写真4も同様。 
4）2004年11月19日、台南孔子廟にて直接インタビューした。 
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現在の式典参加者の服装5種類を紹介する。 

「服装」については、何培夫の文章を要約する。 

正献官、分献官（写真6）、糾儀官､祝文官（写真7）を担当する人は『藍袍黒掛』、つ

まり、黒い短掛と紺色の長袍を着ている。また、黒いカンフーシューズ、ズボンを身

につける。一方、女性の分献官のほうは紺色の長袍（写真6の中央）、黒いカンフーシ

ューズ、ズボンを身につける。また、陪祭官、與祭官を担当する人は正装しなければ

ならない。それから、楽生（写真7、右の人）と禮生（写真8）は黒い短掛、灰色の長

袍、黒いカンフーシューズ、ズボンを身につける。最後に、佾生と佾生長（写真 9）

は黒い短掛、白い長衫
．．

、黒いカンフーシューズ、ズボンを身につける。そして「皮瓜

帽」（写真 10）（西瓜を半分に切った形の帽子）をかぶっている。（原文中国語、訳と

下線は筆者、傍点はそのまま）1） 

と述べている。 

 

写真5  灰色の長袍 2）                         写真6  男女の分献官 3） 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1）何培夫（1999）『臺南孔子廟釋奠之美』臺南市文廟管理委員会 p.16 
2）2004年11月12日、台南孔子廟にて筆者撮影。 
3）2004年10月8日、台南孔子廟にて筆者撮影。 
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写真7  祝文官と楽生 1）                       写真8  禮生 2） 

 

 

 

                                     

         

                                                 

 

 

 

写真9  佾生と佾生長                           写真10  皮瓜帽 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

何培夫は「佾生は帽子をかぶることがあったり、かぶらないことがあったりしたが、最

後に帽子をかぶることが復活した（原文中国語、訳は筆者）」3）と述べている。台南孔子廟

管理人によると、「民国91年（2002年）に帽子をかぶることが復活した。」4）そうである。

以上の現在の台南5種類の服装を表にしてまとめる。  

 

 

                                                      
1）左から一人目。傳朝卿．廖麗君（2000）『全台首學台南市孔子廟』台灣建築與文化資産出版社 p.47 
2）)2004年9月28日、台南孔子廟にて筆者撮影。写真8、9、10も同様。 
3）何培夫（1999）『臺南孔子廟釋奠之美』臺南市文廟管理委員会 p.15 
4）2004年11月19日、台南孔子廟にて直接インタビューした。 
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表1 

 
正献官、分献官 

糾儀官､祝文官 
女性の分献官 禮生と楽生 佾生と佾生長 

陪祭官と 

與祭官 

服 
黒い短掛と 

紺色の長袍 
紺色の長袍 

黒い短掛と 

灰色の長袍 

黒い短掛と 

白い長杉 

ズボン はいている はいている はいている はいている 

靴 
黒いカンフ 

ーシューズ 

黒いカンフ 

ーシューズ 

黒いカンフ 

ーシューズ 

黒いカンフ 

ーシューズ 

 

正装だけ 

でいい 

 

帽子 ない ない ない 皮瓜帽 ない 
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３３３３－－－－２２２２  佾生佾生佾生佾生とととと佾舞佾舞佾舞佾舞    

    

「佾」については、 

踊りの縦横の行列を『佾』という。佾は地位と身分の違いに従って、隊伍の人数も変 

える。例えば、皇帝の地位は8佾である（縦横8人ずつ、全部で64人である）。一方、 

諸侯の地位は6佾である（縦横6人ずつ、全部で36人である）。また、孔子は諸侯と 

して、もともと6佾で祭っていたが、孔子を尊重して、8佾で祭ることもある。（原文 

中国語、訳は筆者）1） 

と述べられている。台南孔子廟管理人によると、「今は、丹墀（佾生が祭りの踊りを踊る時

使う舞台）の大きさをもとにして決める。そして、台南では6佾で祭る。」2）そうである。 

「佾舞」については「古代の朝廷と孔子廟で式典の際行われる踊りを『佾舞』という。

佾舞は周公の時代から始まって、古代で一番盛大な式典である（原文中国語、訳は筆者）。」

3）と述べられている。 

                   写真11  佾生 4） 

３３３３－－－－２２２２－－－－１１１１  佾生佾生佾生佾生    

 

佾舞を担当する人を「佾生」（写真

11）という。台南孔子廟管理人による

と、「昔は男の子だけが佾生になれた。

また、どんな男の子でも佾生になれる

わけではない。条件は学問品行ともに

優れていることと小学生であることで

ある。一方、女の子がなれないのは、まず、昔は男尊女卑の観念があったからである。次

に、女の子には生理日があって、これは孔子に対して、失礼だからである。現在他の地域

では女の子が佾生になる例もあるが、台南市の孔子廟ではまだ昔の伝統に基づいて男の子

だけ佾生を担当することになっている。」5）そうである。 

                                                      
1）「文化饗宴台南孔廟祭典報導」http://www.easytravel.com.tw/action/cultureparty/ 2004.8.21 
2）2004年8月16日、台南孔子廟にて直接インタビューした。 
3）「行政院文化建設委員會孔廟文化資訊網」http://confucius.cca.gov.tw/subject/subject.htm 2004.9.9 
4）2004年9月28日、台南孔子廟にて筆者撮影。 
5）2004年8月16日、台南孔子廟にて直接インタビューした。 
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３３３３－－－－２２２２－－－－２２２２  佾舞佾舞佾舞佾舞    

 

台南孔子廟管理人によると、「孔子を祭る式典の中で、プログラムは6つにわかれている。

佾舞はそのプログラムの中で3つの部分を占めている。それらの部分は三献禮（初献禮、

亜献禮、終献禮）である。」1）だそうである。 

「佾舞」については、何培夫の文章を要約する。 

佾生の前に節生 2）（禮生）が2人いる。左側の節生（東節）は踊りの開始を命令し、

右側の節生（西節）は踊りの終了を命令する。式典が始まると、佾生長（佾生を統率

する人）2人と佾生36人は、節生（東節・西節）の指導の下に東側と西側に分かれる。

それから、東節の号令を合図に、佾生長の指導の下で、詩歌（宣平の章 3）、秩平の章

4）、敘平の章 5））と音楽のリズムに乗って踊り、西節の号令を合図に踊りを止める。1

つの献禮の中に32個の舞う姿があり、三献禮の中に全部で96個の舞う姿がある。舞

う姿と舞う姿の間には連続した動作がなく、1つの動作が終わると基本姿勢に戻る。

そして、1つの舞う姿が1つの字の意味を表現し、4つの舞う姿が1句、32の舞う姿

で1章を構成する。その動作で孔子に対する尊敬が伝わる。清乾隆42年（西暦1777

年）に知府蒋元樞によって書かれた『重修台郡各建築圖説』は、さまざまな動作（表

2）を記録している。（原文中国語、訳は筆者）6） 

と述べている。 

 

 

 

 

 

                                                      
1）2004年8月21日、台南孔子廟にて直接インタビューした。 
2）本レポートp.50に説明がある。 
3）「予懷明德，玉振金聲，生民未有，展也大成！俎豆千古，春秋上丁。清酒既載，其香始升。」台南市孔廟管理委

員會 、p.47（詳しい説明はp.35を参考にしてほしい） 
4）「式禮莫愆，升堂再獻，響協薣鏞，誠孚罍甗。肅肅雍雍，譽髦斯彥，禮陶樂淑，相觀而善。」台南市孔廟管理委

員會（1974）『大成至聖先師孔子二五二四週年誕辰釋奠大典特刊』台南市政府文廟管理委員會編印p.48（詳しい

説明はp.36を参考にしてほしい） 
5）「自古在昔，先民所作，皮弁祭菜，於論斯樂。惟天牖民，惟聖時若，彝倫攸敘，至今木鐸！」台南市孔廟管理委

員會、前掲書、p.48 （詳しい説明はp.37を参考にしてほしい） 
6）何培夫（1999）『臺南孔子廟釋奠之美』臺南市文廟管理委員会 pp.38-43 
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表21） 

立容 首容 身容 手容 足容 歩容 体容 

向内 仰 正身 起手 蹺足 進歩 授受 

（写真12） 俯 （写真14） （写真13） （写真16） （写真17） 辭讓 

向外 側 躬身 垂手 點足 退歩 謙揖 

（写真13）  （写真14） 出手 出足  拜跽 

向上  側身 拱手 屈足  頓首 

相対  回身 浼手 移足  舞蹈 

相背  直身 （写真15） 交足   

    踏足   

 

写真122）                          写真13                           写真14 

                                          

 

 

 

 

写真15                           写真16                           写真17 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1）何培夫（1999）『臺南孔子廟釋奠之美』臺南市文廟管理委員会 p.40 
2）2004年9月28日、台南孔子廟にて筆者撮影。以下写真13から写真17までも同様。 



 61

台南孔子廟管理人によると、「佾生は36人以外に、別の佾生が4人いる。この4人の中

で、2人（写真18）は佾舞の図を持って、佾生長に見せる。それは、動作が多すぎて覚え

るのが大変だからである。また、体力が弱い佾生が眩暈等で倒れた場合を考えて、残りの

2人は候補者になっている。」1）そうである。 

 

写真182） 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

また、36人の佾生は両手にそれぞれ踊りの器具を持っている。「翟」（写真19）と「籥」

（写真20）である。翟（てき）は柄の長さが3尺で、上端に龍（写真21）が彫られている。

龍の頭の上端に1本の雉の尾の羽（写真22）を挿す。籥（やく）は表面に朱を塗った、長

さ2尺の竹筒製の笛である。 

「翟と籥」については、 

踊る時、右手で翟を縦と外に向けて持つのは、正直のシンボルであり、左手で籥を横

と内に向けて持つのは、平衡のシンボルである。また、翟は陽に属して、外見が礼儀

のようすに相当する。一方、籥は陰に属して、音と和諧のシンボルである。そして、

翟と籥を合わせる時、陰陽の和諧の天地秩序を現す。（原文中国語、訳は筆者）3） 

 

 

 

 

 

                                                      
1）2004年8月16日、台南孔子廟にて直接インタビューした。 
2）2004年10月8日、台南孔子廟にて筆者撮影。 
3）「行政院文化建設委員會孔廟文化資訊網」http://confucius.cca.gov.tw/subject/subject.htm 2004.10.7 
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写真19  翟 1）                                   写真20  籥 2）   

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

写真21 龍の頭 3）                                   写真22  雉の羽 4） 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1）2004年12月10日、台南孔子廟にて筆者撮影。 
2）2004年11月12日、台南孔子廟にて筆者撮影。 
3）2004年9月28日、台南孔子廟にて筆者撮影。 
4）2004年10月8日、台南孔子廟にて筆者撮影。 
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結論 

本節では、簡単に式典の服装と祭りの踊りについて調べた。台南孔子廟式典の服装の変

遷を時代ごとにまとめると、 

1：明朝の服装については、資料に記録されていないので、実際の根拠がない。 

2：清朝の服装は白い長杉と黒い短掛を着ていた。 

3：日本統治時代において、佾生は清朝の短掛を除いた長杉を着ていた。 

4：民国は清朝の制度に基づいて、白い長杉と黒い短掛を身につける。その後、民国 45

年に献官を担当する人は内政部が公布した国民礼服の 1 つの紺色の長袍と黒い短掛

に変わった。また、禮生と楽生の服装も民国67年に灰色の長袍と黒い短掛に変わっ

た。 

ということになる。 

  また、祭りの踊りは動作ごとに孔子に対する尊敬が含まれているということがわかった。

1つの舞う姿は1つの文字を表しているが、なぜその字を表すのか、現在では誰にも分か 

らない。このように、まだ多くの疑問があるが、これは今後の課題としたい。 
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第第第第3333章章章章    孔子廟孔子廟孔子廟孔子廟のののの建物建物建物建物とととと大成殿大成殿大成殿大成殿のののの紹介紹介紹介紹介    

第第第第1111節節節節    大成殿大成殿大成殿大成殿    

    

序論 

孔子廟は、中国伝統文化の文教中心を象徴する。台南市の南門路にある孔子廟は一般に

孔子廟と呼ばれているが、台湾で最も早くたてられ、最も歴史的意義を持つのである。本

節では、孔子廟の主殿すなわち大成殿を紹介する。特に、屋根の上の装飾物を紹介する。 

 

本論    

台南孔子廟は明代（1665年）鄭經(鄭成功の子供)によって建てられ、何度も修繕され、

もともとの様子を維持してきたが、第二世界大戦のせいで、多くの建物や文化財がなくな

ってしまった。現在の台南の孔子廟は魏道明（初代台湾省主席）によって1985年から1989

年にかけて、修繕されたものである。『台南市國家第一級古蹟資料專集』は「1975年台南

市の政府は古い建物や文化財を修繕するため、今の成功大学の歴史系に台南孔子廟に関す

る文献を保存するように依頼した。(原文中国語、訳は筆者)」と述べている。1）大成殿は

孔子廟の本殿である。孔子廟の屋根は一般的に「歇山重檐屋頂」という形式で作られる。

（写真1）、（図1）～（図6） 

 

写真1 大成殿 2）       （1）塔（写真2～写真6） 

（2）燕尾（写真8） 

（3）通天筒（写真9） 

 

 

（4）煞首（写真12） 

（5）御路（写真13） 

中国の古い建物の屋根の種類は大体6つある。 

                                                      
1） 蘇南成(1984)『台南市國家第一級古蹟資料專集』台南市政府p.58 
2）「台南孔子廟」http://www.tccg.gov.tw/孔廟忠烈祠/大成殿.htm 2004.5.20 
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表1 屋根の等級 1） 

第1等 第2等 第3等 第4等 第5等 第6等 

重檐廡殿 歇山頂 懸山頂 硬山頂    尖頂 捲棚頂 

図1～図6 屋頂 2） 

図1 硬山頂                          図2 懸山頂                      図3 歇山頂 

 

図4  重檐廡殿                       図5  捲棚頂                      図6 六角尖頂 

 

 

写真2 塔 3） 

（1）塔 

樓慶西は 

塔は元々仏教を代表する建築である。 

仏教の創始人釋迦牟尼は説教の旅の途中、 

病気でなくなった。弟子達が彼の遺体を 

燃やすと、多くの硬くてぴかぴか光る物  

が出現した。それを舎利と呼んだ。弟子  

達は各地にそれを持って行って地下に埋め、その上に、小さい山のような物を積 

み上げた。これが仏塔の起源である。(原文中国語、訳は筆者) 

                                                      
1）閣長城(1987)『中國傳統建築入門』丹青圖書有限公司p.23 
2）「古蹟之旅」http://temple.tnc.edu.tw/build/html/roof_01.htm# 2004..9.09 以下、図1から図6までも同様。 

3）2004年9月28日、台南孔子廟にて筆者撮影。 
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と述べている。1）なぜ台南の孔子廟の屋根に塔を飾っているかというと、台南孔子廟の管

理人によると、「孔子廟は仏教と関係がない。塔は魔よけのために建てられる。一般の廟は

塔の左右に龍をかざっている。」そうである。2） 

樓慶西はまた 

インドの梵文（サンスクリット語）では、stupaまたは浮圖と呼ばれ、中国語に翻訳し

て、塔婆、略して塔と呼ばれる。今塔の種類は大体４つある。『單層塔、多層塔、密檐

塔、堵坡』(写真3～写真6)である(原文中国語、訳は筆者)。と述べている。3） 

写真3 單層塔 4）        写真4 多層塔 5） 

 

写真5 密檐塔          写真6 堵坡 6） 

 

台南孔子廟の管理人、台北孔子廟の管理人、彰化孔子廟の管理人によると、「今、台南と

台北と彰化の孔子廟も塔を飾っている。屋根に飾っている塔は形から言うと全部多層塔と

いう塔である。」そうである。7） 

 

 

 

 

                                                      
1）樓慶西(2003)『中國古建築二十講』聯經出版事業有限公司、p.135 

2）2004年10月、筆者が直接インタビューした。 

3）樓、前掲書、p134 

4）「佛門塔」http://www.kepu.com.cn/big5/civilization/architecture/general/gnr214_01b_pic.html 2004.10.21 

5）「唐代佛塔」http://www.china.org.cn/chinese/zhuanti/gujian/521622.htm 2004.10.21 写真5も同様。 
6）「中台禪寺之建築特色」http://www.chungtai.org/chungtai/building/index3.htm 2004.10.21 
7）2004年10月、11月、筆者が電話でインタビューした。 
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写真7 龍 1) 

（2） 龍 

樓慶西は 

龍についての起源は国内の多く 

の研究者が研究していて、説が 

たくさんある。一番多くの人が 

信じている説は、龍のもともと 

のイメージは蛇だとするもので 

ある。 (中略)諸説は以下の二点において一致している。まず、龍の起源が生物（蛇、

鰐、恐龍）あるいは、自然現象（曇、雷）いずれにしても、それらは古代人の神話を

代表している。次に、龍は「神聖なもの」であり、古代人がコントロールできなかっ

た超自然パワーの化身である。(中略)漢高祖は龍の子供だと自称した。以後の皇帝も

龍の子供と自称し、龍は皇帝を代表するものになった。それで、皇帝は龍に関する専

用権を握るために、民間建築には龍の裝飾を禁止した。しかし、実際はコントロール

できず、各地の寺や廟などの建築あるいは民間の家にすら龍の裝飾が見られる。(原文

中国語、訳は筆者) 

と述べている。2)
 

写真8 燕尾、通天筒 3) 

（3）燕尾 

高燦榮は 

以前燕尾という物の使い方はルールがあった。 

もともと廟や寺だけが使うことができた。権力 

を代表するものである。現在中国でもこれを尖 

脊と呼ぶことがある。(原文中国語、訳は筆者) 

と述べている。4) 

 

 

                                                      
1)  2004年9月28日、台南孔子廟にて筆者撮影。 
2)  樓、前掲書、p.312 

3) 「孔子廟」http://www.dlps.tp.edu.tw/teachers/00047/web/page43.htm 2004.10.13 

4)  高燦榮(1993)『台灣古厝鑑賞』台北南天書局p.28 
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（4）通天筒 

通天筒については、 

藏經筒とも呼び、陶土で作る。一説によると、孔子の人柄は天と地のように偉く、以

前から今まで孔子より偉い人がいなかったので、宋代朱熹（朱子）が孔子を記念する

ため泉州の孔子廟の屋根に通天筒を作った。以降、閩南地区（台湾と福建）において

多くの孔子廟は通天筒を作るようになったそうである。もう一説によると、焚書坑儒

事件で始皇帝の迫害を避けるために経典を竹筒に隠したことを記念して、作られるよ

うになったそうである。 

と述べられている。1）台南孔子廟の管理人によると「通天筒と呼ぶ理由は、孔子の学問が

大変偉く、天に至るようであるから。」だそうである。2） 

(5) 鐵剪刀                写真9 鐵剪刀 3） 

鐵剪刀という建築技術について、高燦榮

は 

主として台南の安平、麻豆、鹽水で見 

られる。これは中国南方の伝統的建築 

ではない。オランダ人が1624年から 

1661年にかけて台湾を占領していた 

時期に持ち込まれたものである。鐵剪 

刀は横梁を固定する働きがあり、民間では魔よけになるとされている。形は英語の s、 

I、wなどのような形がある。(原文中国語、訳は筆者) 

と述べている。4）しかし、台南孔子廟の管理人によると、「これは台湾独自の物」だそうで

ある。5）、 

                                                      
1）「孔廟巡禮」http://www.ct.taipei.gov.tw/rcontent4_4.html 2004.5.20 
2）2004年10月、筆者が直接インタビューした。 
3）2004年9月28日、台南孔子廟にて筆者撮影。 
4）高、前掲書、p36 
5）2004年10月、筆者が直接インタビューした。 
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写真10 石獅（雄）1)           写真11 石獅（雌） 

 

(6) 石獅 

樓慶西は 

ライオンはもともとアフリカとインドだけにいた動物である。約1900年前、後漢の時

安息国（パルティア 現在のイラン地域にあった古代西アジアの王国）がライオンを中

国へ連れてきて、漢の章帝に送った。（中略）ライオンは中国で「萬獸之王」と呼ばれ

たので、お寺や廟だけではなく、以前皇帝の住所や墓にもよく使われた。普通は、一

対で、左右に一匹ずつライオンを飾る。左は雄、右は雌（母）である。雄は、口を開

けて玉をくわえており、足で繡球（刺繍のある玉）或いは雙錢（中国における伝統的

な縄結の一つである。金錢結もしくは雙金錢結とも呼ぶ。）を踏んでいる。雌は、口を

閉じて、子ライオンを抱いている。(原文中国語、訳と下線は筆者) 

と述べている。2） 

閣長城は 

雄のライオンが繡球を踏んでいるのは天下統一を象徴し、雌のライオンが子供を抱い

ているのは子孫繁栄を象徴している。(原文中国語、訳は筆者) 

と述べている。3） 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1)  2004年9月28日、台南孔子廟にて筆者撮影。写真11も同様。 
2） 樓、前掲書、p322 

3） 閣、前掲書、p.61 
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（7）煞首                                写真12 煞首 1) 

高燦榮は「散水堣首とも呼ばれる。清 

代の石刻で、全部で４つある。これは排 

水の道具である。(原文中国語、訳は筆者 

)」と述べている。2) 

 

写真13 御路 3) 

（8）御路 

「御路」は「花崗石で作られた物であ

る。璃陞とも呼ばれる。上部には龍の彫

刻、周囲には琴や将棋の彫刻がある。古

代の皇帝や状元だけがこの上を通って大

成殿に入ることができた。(原文中国語、訳は筆者)」と述べている。4)御路の傾斜は急な

ので歩きにくそうだが、台南孔子廟管理委員会によると、「古代の皇帝は、あまり自分で歩

かず、よく轎子（写真10）という物に乗った。」そうである。5) 

写真14 轎子 6) 

    

 

 

 

                                                      
1) 「台湾古厝」http://www.old-taiwan.as2.net/006/613.htm 2004.07.25 
2) 高、前掲書、p.160 
3)  2004年9月28日、台南孔子廟にて筆者撮影。 
4) 「御路」http://cyberfair.taiwanschoolnet.org/c00/36700063/pu1c.htm 2004..4.20 
5) 筆者が直接2004年10月インタビューした。 
6) 「轎子」http://www.tcrc.gov.tw/y_people.html#4 2004.10.15 
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写真15 匾額 1）                     写真16 匾額 

 

表2 匾額の種類は大体6つある。2） 

種類 建物の名前 人の身分 称賛 警告 お祝い 名前 

例 代天府 進士第 永護蓬瀛 爾來了 壽辰匾 滎陽世澤 

（9）匾額 

匾額は台南孔子廟の建築の特色ではないが、とても大切である。なぜなら、台南孔子廟

が建てられて以来、古代の皇帝が孔子の偉い人柄を称賛するため、台南孔子廟に匾額を送

り、匾額に贈った人の名前と贈った年を書いてあるので、匾額を見れば、孔子廟の大体の

歴史の永さが分かるからである。台南孔子廟の管理人によると、「台南の孔子廟は台湾で匾

額が一番多い孔子廟である。」そうである。3） 

表3 今台南孔子廟に掛かっている匾額 4） 

皇帝・時期 匾額の内容 意味 

康熙23年（1684） 萬世師表 永遠に教師の模範である。 

雍正5年（1727） 生民未有 民衆の中で孔子を超える偉い人はいない。 

乾隆2年（1736） 興天地參 天にも地にも存在している。 

嘉慶4年（1799） 聖集大成 英知の集大成である。 

道光元年（1821） 盛協時中 孔子の徳は永遠に不滅である。 

咸豐元年（1851） 德齊幬載 孔子の徳は広く民衆に永遠に影響を与える。 

同治元年（1862） 盛神天縱 神様のように偉い人柄を持っている。 

光緒元年（1875） 斯文在茲 素晴らしい文章（学問）が、ここにある。 

（現在、本屋を開く時にお祝いのためによく使う。） 

民國元年（1912） 有教無類 誰にでも平等に教える。 

 

                                                      
1）2004年9月28日、台南孔子廟にて筆者撮影。以下、写真16も同様。 

2）「匾額」h ttp://temple.tnc.edu.tw/build/html/poetry_01.htm 2004..9.09 
3）2004年10月、筆者が直接インタビューした。 

4） 蘇、前掲書、p.59 
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結論 

 本節では、簡単に台南孔子廟の本殿（大成殿）を紹介した。特に屋根のところである。

この伝統的な建物や文化財を通して、以前の人の知恵や歴史などが分かる。例えば、台南

孔子廟の管理人によると「孔子廟は夫子廟と文聖廟とも呼ばれる。なぜなら、以前孔子は

夫子とも文聖とも呼ばれたからである。」そうである。1） 

第二世界大戦後、西洋化の影響で、あちこちにコンクリート製の高層ビルが建てられた

が、伝統的な建物はあまり保存されていない。それに、ある一部の人は古い物を全部壊し、

徹底的に西洋化しようと主張した。そのせいで、台湾の伝統的なものに悪い影響を与えた。 

 台南孔子廟の歴史は300年ぐらいだけであるが、台湾では非常に古い建物である。近年

古い建物と文化財保存の重要性がだんだん人々に知られてきた。また、「古蹟維護系」とい

う学部がある大学もある。もしその文化財を中心に観光事業を発展できたら、台湾の経済

にいい影響を与えるであろう。したがって、今の人々は伝統的なものを守るべきだと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1）2004年10月、筆者が直接インタビューした。 
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第第第第２２２２節節節節    台南孔子廟建物台南孔子廟建物台南孔子廟建物台南孔子廟建物のののの紹介紹介紹介紹介 

 

序論 

孔子廟の建物と彫刻は一つ一つ特別な意味があり、地方によって異なる場合もある。本

節では、まず台湾で一番古い台南孔子廟の建物を紹介し、次に、台南孔子廟の特色を紹介

する。 

 

本論 

台湾各地にいくつもの孔子廟があるが、台南の孔子廟は台湾の中で最も古いものである。 

孔子廟はもともと孔子を祭るために建てられた。しかし、孔子廟は孔子を祭る以外に、学

校としての機能もある。 

孔子廟はとても広くて、中は多くの建物で構成されており、大成殿には孔子と72人の弟

子、歴代の賢者150人が祭られている。 

孔子廟の建物については、 

孔子廟の瓦の色は黄色である。黄色は古代から皇帝専用の色である。しかも、孔子廟

正面の柱の色は赤色で、周の時代には皇帝だけが紅柱で宮殿を飾ることができた。黄

色の瓦と紅柱は、すべて孔子の崇高な身分を表している。異なる色の利用を通して、

人の階級を表すことができるのである。（原文は中国語、訳は筆者）1） 

と述べられている。 

以下、建築の紹介については「孔廟的建築特色」2）と『全台首學台南市孔子廟』3）を参

考にし、要約する。 

 

 

 

 

 

                                                      
1）「孔廟地位轉換的建築架構」

http://www.nknu.edu.tw/~geo/01_homepage/studweb/Grade88/48414026/%AB%D8%BFv%A4%E5%A4%C6.html 

2004.9.25 

2）「孔廟的建築特色」http://www.ylib.com.tw/taiwan/tainan/city/middle/m23_a.htm 2004.5.7 

3）傅朝卿．廖麗君（2000）『全台首學台南市孔子廟』台灣建築與文化資產出版社、台南市 
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図1 台南孔子廟内部圖
1） 

 

 

写真1 孔子廟大成殿外観図 2） 

大成殿 

孔子廟の中心となる主要な建物である。大成殿の中央

に孔子が、両側に曾子、顔回、子思、孟子と十二哲人が

祭られている。大成殿の中庭で毎年孔子の祭りが行われ

る 。 

 

写真2 東廡                   写真3 西廡 

 

 

 

 

 

東廡西廡 

大成殿の左右両側にある棟で、内部は壁に沿って歴代の儒家賢人の位牌を祭っている。

東廡は董仲舒、韓愈、范仲淹など80の位牌、西廡は諸葛孔明、司馬光、欧陽修などの79

の位牌を祭る。 

                                                      
1）「孔廟的建築特色」http://www.ylib.com/taiwan/tainan/city/middle/m23_a.htm 2004.5.7 
2）「台南孔廟」http://www.ntut.edu.tw/~s6332313/part2-01.htm 2004.4.20 以下、写真2、写真3も同様。 
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東大城坊                       写真4 孔子廟東大城坊 1）         

孔子廟の主要な入り口である。入り口の上に「全台首学」

という額が掛かっている。実は孔子廟の表門は南向きであ

り、重大な儀典の時にだけ開けて、ふだんは人を通行させ

ていない。 

 

文昌閣                                                          写真5 文昌閣 2） 

蔵書のための建物（図書館）である。唯一の塔の形の建物であり、

文昌閣の高さは3階、形と構造はかなり特殊で、土台は円形で、第

1階は四角形で、第2階は円形で、第3階は八角形である。傅朝卿・

廖麗君は 

文昌閣は孔子廟と関係があるとは限らないし、文昌帝君（梓潼

帝君とも呼ばれる）や魁星は全く孔子と関係がない。科挙を重視したという理由だけ

で、孔子廟の中に文昌閣を造ったのである。（原文は中国語、訳は筆者）3） 

と述べている。それに、台湾の孔子廟の中で文昌閣は台南孔子廟にしかない。 

文昌帝君（梓潼帝君）というのは、道教の神である。道教は多神教で、星や星座も神格

化しており、「文昌帝君（梓潼帝君）は学問・文章の神とされ、明代以降には文昌帝君を祀

らない学校はないほどとなり、（中略）ゆえに文昌帝君は道教の神とはいいながらも儒教的

な色彩が濃く、（中略）今日でも学問・司命・司禄の神として広く信仰を集めている。4）」

また、魁星も道教の神であり、科挙の守護神とされる。「『魁星閣』という名前の楼閣は、

南京の夫子廟や河北省定州の文廟など、他の都市の孔子を祭る廟にもある。5）」 

従って、文昌帝君（梓潼帝君）も魁星も元々道教の神であり、孔子（儒教）とは関係が

ないが、科挙に関係する神であるため、孔子廟の中で祭られることがあるのである。 

最後に、道教の文昌閣が儒教の孔子廟の中に建てられたことについて、筆者の推測では、

文昌帝君と孔子は二人とも学問の神様なので、大切な試験がある時、二人とも祭ったらご

利益が二倍になり、合格できる感じがもっと強くなると思う人がいるからではないであろ

                                                      
1）「孔廟的建築特色」http://www.ylib.com/taiwan/tainan/city/middle/m23_a.htm 2004.5.7 
2）「台南孔廟」http://www.ntut.edu.tw/~s6332313/part2-01.htm 2004.4.20 
3）傅朝卿．廖麗君（2000）『全台首學台南市孔子廟』台灣建築與文化資產出版社、台南市p.54 
4）「道教の星神たち」http://www5.ocn.ne.jp/~soukyuu/doukyounohosigamitati.htm  2004.11.6 
5）「姿形書換字 (8)」http://homepage2.nifty.com/Gat_Tin/kanji/sikeika8.htm  2004.11.6 
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うか。また、道教は台湾で仏教と並んで多くの人々に信仰されている。従って、孔子廟は

儒教の寺とは言え、信者が多い道教の文昌閣も建てられたのではないであろうか。しかし、

道教の文昌閣が儒教の孔子廟の中に建てられた本当の原因については、解明されていない。 

 

入德門                            写真6 入德門 

 当時、各県から選抜推薦された学生は、ここから入って学んだ。

入德門の意味は、門の上の横額に書いてあるように、「聖域」、「賢関」

（つまり孔子廟・学校）に入るには、まず徳性をみがかなければな

らなかったからである。 

 

大成門                            写真7 大成門 1） 

大成の門は戟門とも呼ばれる。三つの門があり、ふだんは両側

の門しか開けない。重大な儀典の時にだけ中央の門を開け、儀典

の重要さを示す。また、門には釘が108（左右各54）打たれてい

る。9の倍数の108は礼式の中で最大で、最も神聖な数字である。したがって、孔子廟に

対する尊敬と礼儀を表している。 

 

崇聖祠                            写真8 崇聖祠 2） 

大成殿のまっすぐ後ろにある。もとは啟聖祠と呼ばれ、主に孔

子の父「叔梁紇」を祭る。雍正元年（1723年）の時に、孔子の5

代の祖先に爵位を封じ、合祀することを許可されて、崇聖祠と改

名した。 

 

禮門、義路               写真9 禮門           写真10 義路 

孔子廟の規則「左学右廟」（左は学ぶとこ

ろ、右は廟があるところ）に従って、「学ぶ

ところ」と「廟」は塀で隔てられ、それぞ

れ東の礼門、西の義路から出入りする。昔、

                                                      
1）「孔廟的建築特色」http://www.ylib.com/taiwan/tainan/city/middle/m23_a.htm 2004.5.7 
2）「台南孔廟」http://www.ntut.edu.tw/~s6332313/part2-01.htm 2004.4.20以下、写真8から写真10までも同様。 
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科挙に合格した人が必ず礼門と義路を歩かなければならない。それは、義理がわかること

を象徴している。そうすると、孔子廟に入ることができるのである。 

 

明倫堂                                写真11 明倫堂 1)                   

清代学府の教室である。全て倫理を説いたので、「明倫」堂

と呼ばれる。 

 

 

泮宮坊與泮池             写真12 泮池       写真13 泮宮坊 2） 

傅朝卿・廖麗君は 

辟雍は周代首都に建てられた皇帝

のための大学であった。それに対し

て、泮宮は諸侯の学校であった。（中

略）諸侯の学校は、大学と比べて規模が小さく、建物の周囲に半円形の池をめぐらし

ていた。（中略)孔子廟と地方の官学を合わせて学宮と呼ぶなら、中央の国子学は周代

に皇帝が学んだ大学（辟雍）に相当し、地方の学宮は諸侯が学んだ大学（泮宮）に相

当する。辟雍は円形の池をめぐらし、泮宮は半円形の池をめぐらしていた。それで、

地方の孔子廟は通常前方に半円形の泮池を造り、このことを記念し、孔子廟と学校の

結びつきを表している。（原文は中国語、訳は筆者）3） 

と述べている。 

 以上、「孔廟的建築特色」4）と『全台首學台南市孔子廟』を参考にし、建築を紹介した。 

                                                      
1)「台南孔廟」http://www.ntut.edu.tw/~s6332313/part2-01.htm 2004.4.20写真12も同様。 
2）「台南孔子廟」http://www.smart.com.tw/tainan/bs/sub1/as1-3.htm 2004.10.19 
3）傅朝卿．廖麗君（2000）『全台首學台南市孔子廟』台灣建築與文化資產出版社、台南市pp.10-11 
4）「孔廟的建築特色」http://www.ylib.com.tw/taiwan/tainan/city/middle/m23_a.htm 2004.5.7 
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以下、台南孔子廟の特色を紹介する。 

 

台南孔子廟は、明朝永暦19年（1665年ごろ）鄭成功の時期に建てられ、清末まで台湾

の国営の大学──台湾府「儒学」であった。面積は9000m
2、台湾最大の孔子廟である。台

湾の中で最も古く、清朝初めから現代までの祭器と楽器を保存し、歴代の額を完備してい

るのみならず、文化財も良好に保存されている。そして、庭の中に古いガジュマルの木が

あり、地方性風格を持っている。 

また、台南孔子廟の大成殿の中で祭るのは孔子の位牌である。次に、建築の面では、台

南孔子廟は福建の南方の建物である。具体例をあげて説明すると、例えば、大成殿の屋根

は重簷歇山式、東廡西廡、禮門、義路、入德門、明倫堂、大成門の屋根は硬山式、崇聖祠

のは硬山雙坡式の建築様式である。 

台南孔子廟には孔子の塑像がないことについては、 

もともと古代には孔子廟の中に孔子の塑像があったが、彫刻技術が異なるので孔子の

表情を正確に表現できなかった。したがって、明太祖の時、以後建築する孔子廟の塑

像はすべて位牌に代えることになった。さらに、明嘉靖帝の時に、全国の孔子の塑像

を取り消し、完全に位牌を使うように命令された。（原文は中国語、訳は筆者）1） 

と述べられている。 

 

結論 

今回探した資料を通じ、台南孔子廟の特色が分かった。そして、実際に台南孔子廟へ行

き、孔子廟の一つ一つの建築を観察し、台南孔子廟に関することと建築特色と建築の含意

も深く分かるようになった。それに、資料を探す過程で、台南孔子廟は台湾の歴史の中で

最も古い孔子廟であるだけではなく、その他の孔子廟と比べて、違う点も発見した。例え

ば「文昌閣」は台南孔子廟にしかないこと、それに、文昌帝君や魁星は全く孔子と関係が

ないことがわかっている。これも台南孔子廟の特色の一つである。しかし、道教の文昌閣

がなぜ儒教の孔子廟の中で建てられたのか、本当の原因については、解明されていない。

それは今後の課題にしようと思う。このプロジェクトを通じ、実際に台南孔子廟へ行き、

観察し、本当にやりがいがあったと思う。 

 

                                                      
1）「welcome to Taiwan」 http://taiwan.net.tw/lan/Cht/attractions/scenic_spots.asp?id=212 2004.6.28 
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結論結論結論結論    

本研究を通じて、現在の人々があまり理解しようとしない古代の文化の遺産をより深く

知ることができた。例えば、孔子廟の由来や歴史、建築の特色、孔子祭の流れや楽器や服

装や踊りなどのことがわかるようになった。 

また、台湾の孔子廟に関しては、調査の結果、全部で20数ヶ所あることがわかった。北

部・中部・南部で一つずつ文化財に指定されており、台北孔子廟が3級古跡で、彰化孔子

廟と台南孔子廟が1級古跡である。その中で、台南孔子廟が一番歴史のある孔子廟である。 

調査の過程で一番印象に残っているのは、2004年 9月 28日に台南の孔子廟で行われた

孔子祭に参加したことである。祭りは朝の4時から6時ぐらいまで約2時間続き、神聖で

厳粛な雰囲気のもと行われ、外国人もたくさん見学に来ていた。祭りが終わってから、「智

慧毛」を抜き取る儀式にも参加し、貴重な体験をすることができた。 

近年、孔子廟の文化及び祭りの儀式はますます人々に重視されてきた。現在、試験を受

ける前に、人々は文昌帝君を拝むのみならず、孔子廟にも拝みに行くようになっている。

その祭り及び孔子廟の文化を伝えていくためには、孔子廟及び関連文化財を守るのが一番

大切な課題ではないであろうか。 
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