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亦嗔亦喜的藝術人生

周　良　材

前言

1987 年秋，為了籌集編修《上海滬劇志》[ 註 1] 的經費，

由我牽頭，以《中國戲曲志 · 上海卷》[ 註 2] 編輯部名義，組織

了一台該劇種各流派創始人集體“大會串”，演出了傳統同場戲

《陸雅臣賣娘子》[ 註 3]。所有名角，全部登場，概莫能外。這一

“千歲名人演百年老戲”的盛舉，由於陣容特強，名伶雲集，廣

告一出，八方轟動；加上電臺、電視臺、報刊、雜誌等傳媒捧

場，因而觀衆如潮，盛況空前。特別是江蘇、浙江、上海兩省一

市的滬劇迷更是為了一飽眼福，求得戲票，甚至通宵排隊。

可是，誰也沒有料到，會演結束不久，丁是娥 [ 註 4]、石筱

英 [ 註 5] 兩位大明星因患癌症而相繼去世。於是這次演出就成為

千古絕唱，所有音響、形象資料也成為珍貴的歷史遺産。

此事震動了所有健在的名流。他們迫切地希望組織起來，成

立正規劇團，不僅自己可以繼續發揮餘熱為觀衆服務，更想多留

些永久性的頂尖資料傳給後世，以豐富灘簧戲的藝術寶庫。

首先正式向我提出的是前上海滬劇院副院長、邵派創始人邵

濱孫。在這以前他們曾醞釀了一個初步方案：擁我出來當團長，

負責組織人事、藝術總監；副團長分別是邵自己（負責財務）、

王派創始人王盤聲（負責業務）、趙派創始人趙春芳（負責演

出）；劇團委員分別是“滬劇皇后”王雅琴 [ 註 6]、楊派創始人楊

飛飛、汪派創始人汪秀英以及小筱月珍與韓玉敏。這八位頂級藝

術家早在上世紀 40、50 年代，已經是大名鼎鼎，不僅“追星”

觀衆成千上萬，而且桃李滿天下，門人遍及各個省市。象這樣的

鐵打“陣容”，別說滬劇史上前所未有；即使在全國 300 多劇種

中也不可能有一個劇團能囊括整個劇種的“大腕”。因而可以說

此舉在中國戲曲史上是空前的。

經過一段時間的籌劃，我們終於訂出了一個以“繼承性、示

註 1	 最終的に出版されたのは
1999 年 12 月、上海文化出
版社。主編は汪培、陳剣雲、
藍流。

註 2	 同編集委員会編（主編・孫
濱）、1996 年 12 月、 中国
ISBN 中心。

註 3	 滬劇の代表的演目。乾隆年間、
青浦の陸雅臣は賭博で財産を
使い果たしたあげく、妻を売
って元手を作ろうとする。妻
の母は婿を諫めるが聞き入れ
られず、やむなく銀百元で娘
を買い戻す。陸雅臣はこの百
元をすってしまい、後悔のあ
げく自殺しようとするが、隣
人に救われる。最後は岳母と
妻に深く詫び、許される。

註 4	 1923―1988。浙江呉興人。
9歳で丁婉娥に師事。婉社児
童申曲班、施家班、文濱劇団
などで活躍。47 年上芸滬劇
団の設立に参加。1982 年上
海滬劇院院長。

註 5	 1918―1989。 上 海 人。9
歳で石根福、石美英夫妻の養
子となり技芸を学ぶ。後に
時装戯の旦役で名声を得る。
46 年中芸滬劇団の設立に参
加。52 年以降は老旦役で活
躍。

註 6	 1917―2003。浙江三北人。
26年王筱新に師事。42年上
海滬劇社を設立。51 年文濱
劇団が芸華滬劇団と改称し、
団長となる。民国期は映画主
演の経験もしている。
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範性、探索性”為總方針的具體規劃，並

在政府有關部門登記註冊，於 1989 年國

慶節正式對外公演。

公演以前，我們隆重地召開了成立大

會與新聞發佈會。前來祝賀的各界人士，

濟濟一堂，正可謂“群賢畢至，少長咸

集”。其中最為活躍的是兩省一市（江、

浙、滬）的傳媒記者。他們從不同側面、

各種角度提出問題。而問我最集中的是：

“憑什麽他們一致擁您出來當團長？”“您

有什麽‘秘密武器’駕馭這個頂級的、明星如雲的劇團？”

我告訴他們：第一，我完全有信心、有把握帶好這個劇團；

第二，帶好劇團不是靠“秘密武器”而是靠掌握規律。對於這，

不是今天三言兩語可以說得清楚，如果你們有耐心，等我退休以

後寫出回憶錄來才能給予滿意的答復。

光陰荏苒，10 多年過去了。現在我已進入耄耋之年。退休

後主編與編寫的各種劇種史志也相繼出版發行了；如今已是野鶴

閒雲、超塵脫俗。完全可以騰出時間，詳詳細細來回答當年記者

們提出的問題了。

一　民族危亡　文化遭殃

人人都有童年。但當代的年輕人也許都有個幸福的、歡樂

的、可供甜蜜回憶的童年；而我們這一輩的大多數則不但沒有，

而且有的卻是悲慘的、苦難的童年，一個不堪回首的童年。

我生於 1929 年夏，越兩年，即 1931 年，在祖國東北發生了

“9 · 18 事變”。日本侵略軍鐵蹄長驅直入，蹂躪東北三省，億萬

中國難胞家破人亡、流離失所，背井離鄉、到處流浪。

“我的家在東北松花江上，那裏有森林煤礦……”一曲裂肺

撕心的流亡歌曲，傳遍祖國大地。此時此刻地處東南隅的上海人

民，面對肆無忌憚的日寇暴行豈能無動於衷！因而敵愾同仇，與

駐守上海的十九路軍一起掀起抗日救亡運動。而此時惱羞成怒的

日本侵略者立即出動大量轟炸飛機、違反國際公法，對上海城鄉

進行狂轟濫炸。即使是門口掛有紅十字旗幟的醫院、學校等非軍

松江市街に残る古い街並み
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事目標也無倖免；特別對難民密集的車站、碼頭更是倍本加厲，

許多城鄉建築，頃時變成一片廢墟……

時年我只有三歲，我家何時從松江縣城逃到老家天馬山鎮，

我無從記憶。當我懂事的時候已是 1937 年抗日戰爭全面爆發。

只記得七、八歲時一天傍晚，我們全家正進行晚膳。突然，警報

聲起，敵機又來，一個炸彈落在附近，頃時家中牆坍屋倒，滿鑊

米飯，全給頂瓦覆蓋。全家人黑灰滿臉，奪門出逃，根本不知今

夜何處用膳、那裏住宿！

逃難路上，敵機猛追，低空掃射。在我們前後，不少鄉親中

彈身亡，一時哭聲震天，屍體遍地……此種悲慘場景，雖已過去

60 多年，但每一憶及還歷歷在目，終身難忘。

然而，這種慘狀，還只是“空對地”的遠距離暴行，沒有到

面對面的燒殺淫搶。幾個月後的 11 月 5 日，日本海軍從杭州灣

登陸，直撲松江，不久上海全面淪陷。那時的我，就真正淪為一

個十足道地、受盡淩辱的小小亡國奴。

記得，某天深夜，我們在青浦舅父家中，兩名喝得酩酊大醉

的日寇，突然闖入宅門，要來姦淫我的表姊。表姊聞訊投河外

逃，我家所有人員全都跪在地上。兩個醉鬼也只顧追趕表姊，順

手用刺刀刺傷舅母後直奔河岸。事後我表姊說，那時不知什麽力

量能使她游過兩條小河，才得免遭淩辱。

之後回到老家，又聽說鄰居大娘在被日寇輪姦時還硬逼她丈

夫在旁觀看，此類絕滅人性的獸行，在當時神州大地實在擢髮

難數。上述我親眼目睹的這些見聞，比起慘絕人寰的“南京大

屠殺”、“浙江細菌戰”來雖是小巫見大巫，不值一提。但對我來

說，在腦海中卻永遠難除。

其實，這場災難對日本人民來說，也是深受其害。值此紀念

廣島、長崎被炸 59 周之際，願我們這一衣帶水的鄰邦，以史為

鑒，永不再戰。特別聽說日本《朝日新聞》最近出版了一本題為

《日本人記憶中的二戰》[ 註 7] 新書，是長期受自己心靈譴責、親

自參與從中國活人身上挖心切肺的當年侵略軍人撰寫的懺悔錄。

此舉使我更有信心，咱們兩國人民一定會世世代代友好下去。因

為是人，總該有最起碼的人性嘛！

哲學上所謂“一分為二”是指任何事物都具有兩重性。這場

註 7	 法蘭克．吉伯尼編，尚蔚、史
禾譯《戰爭：日本人記憶中的
二戰《朝日新聞》讀者來信匯
編》北京，中央編譯出版社，
2003 年。
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深重的民族災難，竟使我與上海土生土長的滬劇劇種結下了不解

之緣，為我後來專攻灘簧戲研究産生了重大影響。

滬劇，作為已有 200 年歷史的劇種，在抗日戰爭的 30 年

代，早已渡過了它幼年的形成期、發展期而進入了有編導、音

樂、舞臺美術的申曲階段（即成熟期）；它又有較完整的綜合藝

術，且在遊樂場、劇場裏擁有大量觀衆。余生也晚，又生長在上

海郊縣。如果沒有抗日戰爭，迫使“時光倒流”，藝術倒退，絕

對看不到它原始時期的支錐板和對子戲。然而，如今國破家亡，

絕大多數滬劇藝人為了逃生，只得匆匆忙忙，拿了簡單的胡琴、

鼓板等“吃飯傢生”流浪在廣袤的農村田野邊逃邊唱。他們既無

戲裝，又無道具，迫使他們三五成群，重演初創時期人員極少、

情節簡單的對子戲和支錐板，如《賣桃子》[ 註 8]、《賣紅菱》 

[ 註 9] 等等。而此時廣大難民也如進入了“文化沙漠”地帶，上

有敵機轟炸，下有槍林彈雨，一日三餐尚難維持，對藝術享受，

更無多奢求。如能有相對平靜的環境，有個戲班子來演出，送來

精神食糧，已經是喜出望外，	哪裏再有額外要求？斯時，10 歲

左右的我，根本不懂得這種非常時期的簡陋演出是藝術大倒退，

因而常常跟在大人後面觀看此類最原始、最粗糙的戲劇，認為是

一種最高的享受、最大的幸福。

可別小覰這類散班的演出，一來因為當時觀衆在“文化沙

漠”裏，別無選擇，二來因此類小戲貼近人民生活，特別是反

映了農民中的戀愛婚姻問題，因而深受群衆歡迎，每次演出觀

衆如潮。每場結束後觀衆還不願讓演員離去，爭相出錢“點翻

牌”。“點翻牌”者，即看戲的一方主動再要求續演他們所喜愛

的劇目或唱段。唱什麽，怎麽唱，則由出錢者自由來“點”，這

時，收錢的一方—演員必需服從。就是這樣，一方願“點”，

一方願唱，一演再演，興盡方休。有時甚至通宵達旦（俗稱“兩

頭紅”，即從當日太陽落山演到次日太陽初升）。我們這幫孩子也

經常不知疲倦，奉陪到底。在此時期，我幾乎看遍了所有的傳統

老戲，這裏有青年男女追求婚姻自由的《賣紅菱》、《拔蘭花》 

[ 註 10]；更有雙方邂逅相遇、一見鍾情的《摘石榴》[ 註 11]、《拗

木香》；有年輕寡婦重新改嫁的《磨豆腐》、《小寡孀糶米》等

等。所有這些不啻是給我上了基礎課、啓蒙教育課，對日後當政

註 8	 早期の滬劇には「十三賣」
（「賣○○」という題を持つ）
と称される演目群があるが、
その一つ。

註 9	 仲を引き裂かれた相思相愛の
薛金春と范鳳英だが、苦難の
果てに駆け落ちする。

註 10	孫福泰と李金姐は相思相愛の
仲だが、互いに他の相手と結
婚する。後日再会し昔の誤解
はとけるが、時すでに遅く恨
みをのんで別れる。

註 11	不良の趙自茂にからかわれ
た利発な農村の娘・劉金秀は、
機転をきかせて犬をけしかけ、
男を追い払う。
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府“戲改幹部”、搞學術研究、編史修志大有裨益。

這幫逃難的流散藝人，只要日僞不來鄉下騷擾，時局相對平

穩，他們就走到那裏，唱到那裏，到處都受到歡迎。因為唯有他

們能給在日軍鐵蹄下的苦難百姓帶來歡樂、帶來精神食糧、帶來

感情上的滿足，真所謂“黃連樹下操琴—苦中得樂”。但是，

別以為他們可以日日給人歡樂，時時可以賺錢。若一旦遇上日

寇、僞軍、漢奸惡勢力則小難打罵、敲詐，大難被殺戮、姦淫。

當時有個錫劇散班遇到“抽壯丁”，男的全部被送往東北開礦做

苦工，女的全部充作“慰安婦”，沒有一個能逃出魔掌。

解放後，特別是我當“戲改幹部”後常與一批藝人談及往

事，他們仍然情緒激動、熱淚盈眶，不堪回首。後來才知道，當

今滬劇藝壇上大批名流如解洪元 [ 註 12]、文牧 [ 註 13]、楊飛飛、

丁是娥等等都有過這段慘痛的經歷。無怪 1952 年我們在民主改

革期內組織一次“控訴會”，全場哭聲震天，悲憤填膺，尤其是

親受淩辱的女演員更是怒火中燒、髮指眥裂，舊恨難平。

如前所說，在這長達 8年的苦難生活中我親眼見到了滬劇最

原始的演出形式，瞭解到這個劇種起源、沿革的一些基本輪廓，

這個意想不到的額外收穫，不但對我日後從事戲劇工作十分有

利。更為重要的是，在我幼小的心靈中埋下了同情藝人、貼近藝

人的根子，常常不知不覺地站在他們一邊。所以，在參加革命

後，不論在思想傾向上、政策掌握上、藝術評價上以及制度改

革上處處從他們的利益出發，也就自然而然地抵制了大量來自

“左”的、不切實際的、不為群衆著想的種種干擾。當然，這樣

做廣大戲劇從業員是歡迎的，他們都引我為知己，而不當我來自

“衙門”的“老爺”。然而此舉也對自己找來了不少麻煩，在長

期以“階級鬥爭為綱”的日子裏，我這個“戲改幹部”思想“右

傾”是盡人皆知。政治運動一來，少不了需深刻檢討，常處“右

派邊緣”。不過，這是後話，這裏暫不展開了。

二　世道可惡　戲子可悲

1945 年 8 月，日本宣佈無條件投降，當時我在松江縣立中

學念書。喜訊傳來，萬衆歡騰。滿以為從此可以天下太平、安居

樂業。因此，每當歡迎國民黨接收大員時，學校領導總是動員我

註 12	1915―1990。江蘇鎮江人。
はじめ京劇を学び、後に侯国
庭に師事し申曲を学ぶ。30
年代初期は杭嘉湖一帯で活動。
50 年丁是娥と新上芸滬劇団
を設立。

註 13	1919―1995。上海松江人。
36年王雅芳に師事。47年以
降俳優兼脚本家として活躍。
52 年『羅漢銭』の共同創作
者の一人。78 年上海滬劇団
芸術研究室副主任。



 亦嗔亦喜的藝術人生（周）	 9

們列隊去車站迎接，一路上歡欣鼓舞，引吭高歌，煞是熱鬧。可

是具有諷刺意味的是這種狂歡，這種熱鬧只是曇花一現，在歷史

長河中只是一個瞬間。不到半年功夫，這批“英雄”們的斑斑劣

跡，令人瞠目結舌，仰天長歎。首先令人吃驚的是，一大批往日

為虎作倀的漢奸特務，如今卻搖身一變為“抗日英雄”、“地下工

作者”，仍然耀武揚威、招搖過市。其次是所謂“大後方”重慶

來的“劫收大員”，開口閉口“老子抗戰八年”，但一到上海就

大肆搜刮民脂民膏，大搞其“五子登科”（大撈金子、房子、車

子、票子、位子）和“三洋開泰”（捧西洋、愛東洋、撈大洋）。

再次是前門趕虎，後門進狼，日本帝國主義打倒了，美帝國主義

卻捲土重來。鬧得烏煙瘴氣，國無寧日。

最最令我們學校師生氣憤的是，這些貪官污吏在大撈特撈的

同時，竟喪心病狂的大量剋扣教育經費，連教師工資都發不出

來，還要宣佈我們淪陷區的學生為“僞學生”，說必需經過“甄

別考試”方可承認。這，一下子把我們千千萬萬的愛國學生推向

了他們的對立面。邇時我們松江學生會與全國一樣，立刻組織起

來，樹起“學生無僞”、“尊師重教”旗幟去教育局請願抗議，最

後，當局不得不取消所謂“甄別考試”。

當時我記得還不滿 20 歲，少年氣盛、血氣方剛，一方面與

大夥一起上街示威遊行；另一方面出入茶坊酒肆，進行“尊師運

動”的講演與募捐，以解教師沒有收入的燃眉之急。這些有組織

的正義行動，得到了松江各界人士的普遍支援與同情，大夥紛紛

出錢捐助。可惜這些捐來的錢，實屬杯水車薪，根本解決不了教

師的生活問題。在那年頭，老師的貧困窘

境只需用以下兩例，足足可以說明：

其一是，我讀初中三年，化學物理課

上，從未做過實驗。因為整個實驗室四壁

空空，既無儀器，又無藥品。有一天，化

學老師卻突然發給我們一個紙杯，一包化

學漿糊原料，還一本正經地在黑板上書寫

這原料的分子結構、調製漿糊的化學方程

式。之後，正當同學們集中精力在調製漿

糊時，老師又匆忙奔出教室，帶來一大包

松江中学（現・松江一中）の正門
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切成信封狀的白紙，令班長每人發給 50 張，要在這 45 分鐘課時

中粘貼完畢。……後來才知道，這位老師實在窮得無奈，從文具

店中拿來這批東西替該店加工信封，利用學生勞動力來賺些加工

費養家糊口；象這樣窮極無聊的行為還談得上什麽師道尊嚴、育

才教人！真是既可憐又可笑！

另一例更為悲慘：某天，數九大寒，冰凍三尺。我的一位頭

髮花白、文雅慈祥的語文老師竟不來教室授課，教導主任轉告

說老師有事，大家自修。究其原因，他的唯一禦寒皮袍，典在當

鋪，因無錢贖出而無法來校……

類似令人不寒而慄的老師窘態，以前記得還有許多，現在都

逐漸忘卻了。因此，在 1946~1947 年全國掀起的“反饑餓、反內

戰、反迫害”學生運動根本無需動員，各省市都自然而然積極響

應。全國著名教育家陶行知先生當時還寫過一首自嘲詩說：“人

人呼我老夫子，生活不如老媽子，同樣給人帶孩子，吃不飽來餓

不死”。也就在這個時候，北京清華大學的朱自清教授寧願餓死

也不吃美國救濟米，不久與世長辭……

當時我們這批大義凜然，憂國憂教的天真學生只知世道不

公、為師請命而向國民黨政府請願抗爭，壓根兒不知國共兩黨鬥

爭的時代背景。然而，政治是不饒人的，國民黨的“白色恐怖”

是殘酷的，他們認為我們學生行動過於激烈、過於活躍。不多

久，警察局開始全部武裝抓人了，鎮壓了。我們學校就抓去幾個

師生。之後校方宣佈包括我在內的最活躍的學生開除出校，甚至

列入被抓的“黑名單”中。這一來，家長們都驚恐萬狀，松江無

論如何耽不下去了。於是在一個夜晚，我從家裏匆匆帶了一些衣

服與生活用品，趁火車逃離家鄉，直奔上海。從此，就在上海落

戶，考入了浦東中學就讀。

這所學校原來是名校，在浦東六里橋。抗戰時期校舍被炸，

才搬到上海東湖路現址。該校首任校長是全國赫赫有名的黃炎

培。幾十年來，培養出很多黨政要人與學者名流，如張聞天、范

文瀾、羅爾綱、錢昌照、潘序倫等都畢業於此；左聯五烈士中的

殷夫、胡也頻以及蔣介石的兩個兒子蔣經國、蔣緯國也都曾在該

校就讀。正因為是名校，當時校內政治鬥爭也十分激烈，學生運

動也非常活躍。
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按理，我在松江是積極參與者，那末來到了該校應是順理成

章繼續戰鬥。

但，恰恰相反，正因為我對松江學校突然開除我、警察局也

想逮捕我，實在感到茫然。如今剛到上海，腳跟未穩，更不知四

周政治氛圍，所以決定先好好念書，不敢貿然行動。又因為自幼

喜歡看戲，故在課餘之後，常與一批戲迷同學結成夥伴，談戲

看戲，加上自娛自樂的唱戲，感到其樂融融，心情舒暢，寵辱皆

忘，脫離開政治漩渦。

上海的確是個“海”，它既是人的海洋，也是戲的海洋。五

光十色，百戲陳雜，光逛一個大世界，只花兩毛錢，就使我這個

郊縣來的“鄉下青年”眼花繚亂、目不暇接了。特別是舞臺上變

幻莫測的機關佈景更使人留連忘返，樂不思蜀。什麽京劇、越

劇、滑稽、什麽古裝、時裝、神話……所有這些都豐富了我的知

識，擴大了我的視野，甚至可以說奠定了我今後擇業的基礎。日

後，我之所以終身搞戲，確從這裏開始。然而，在此期間，我情

有獨鍾的仍然是在童年時代給我啓蒙的灘簧劇種—滬劇。

而眼下的滬劇，完全不象我當年見到的那種原始形式的支錐

板和對子戲。而是有完整架構的綜合藝術且編、導、音、舞美一

應俱全，已進入同場戲和西裝旗袍戲階段。在這個特定階段恰恰

和當年在鄉下看到的“老灘簧”相銜接，因而獲得了滬劇發展史

上全部第一手資料，豈不令人高興！

這個時期是滬劇的成熟期。“西裝旗袍戲”的題材來源十分

廣泛：有來自現實生活的《槍斃閻瑞生》

[ 註 14]、《黃慧如與陸根榮》[ 註 15] 等；

有從文明戲移植來的如《惡婆婆與凶媳

婦》、《孤兒救祖記》等；有改編當代言情

小說的如《秋海棠》[ 註 16]、《啼笑因緣》 

[ 註 17] 等，以及把外國名劇中國化的如

《茶花女》[ 註 18]、《魂斷藍橋》[ 註 19] 等

等。

但當時儘管我經常“泡”在戲裏，對

舞臺上的劇目如數家珍、瞭如指掌，可是

對藝人們的生活卻一無所知，甚至作出錯

現在の松江駅

註 14	1920 年代に起こった、大学
出のゴロツキ・閻瑞生による
名妓王蓮英殺人事件をもと
にしたもの。

註 15	1930 年代に起こった事件に
基づいたもの。裕福な家の
娘・黄慧如と使用人の陸根栄
との恋愛騒動を描く。

註 16	秦痩鴎の小説をもとに邵濱
孫が改編、1942 年初演。軍
閥の妾にされた女学生・羅湘
綺と女形の秋海棠との秘め
た恋愛を描く。

註 17	張恨水の小説にもとづく。
1930 年初演。学生の樊家樹
と大鼓芸人の沈鳳喜との悲
恋物語。

註 18	小デュマの『椿姫』を中国を
舞台に翻案したもの。二十世
紀初頭、文明戯や京劇でも盛
んに上演された。

註 19	マ ービン・ルロイの『哀
愁』（Waterloo	Bridge）を戈
戈が舞台化、演出は厳幼祥。
1941 年の上海滬劇社創立時
にはじめて上演した外国も
の。映画・話劇の演出手法に
強く影響されている。物語は
第一次世界大戦中のロンド
ンで出会った軍人のロイと
バレリーナのマーラの悲恋
を描く。
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誤的判斷：我滿以為上海的名演員在舞臺上一會兒演帝王將相、

一會兒扮才子佳人；又聽說他們的“包銀”（收入）又是驚人的

數字，進出舞臺更是前呼後擁，常給觀衆團團包圍，所以其日

常生活必然幸福歡樂、瀟灑自如，要啥有啥，富貴榮華。可是

1947 年底一則轟動上海的特大新聞—名伶筱丹桂之死，完全、

徹底粉碎了我的胡亂推測，使我心靈上受到極大的震撼！

筱丹桂，是當年紅遍上海灘的越劇名角。是同行中無法匹敵

的頭牌花旦。所謂“三花不及一娟，一娟不如一桂”，就是說，

同時代的趙瑞花、馬樟花等三“花”，不及“越劇皇后”姚水

娟，而姚水娟又比不上後起之秀的筱丹桂。可見其名聲的顯赫，

然而卻被流氓丈夫張春帆逼死了。其留下的遺囑只有簡單的八個

字“做人難、難做人、死了”！這一新聞傳出後，成千上萬觀衆

湧向殯儀館為其送葬，交通為之阻塞。

為什麽一個小小的流氓可以肆無忌憚的逼死大角兒呢？一經

深入瞭解，原來看上去貌似顯貴的演員其社會地位竟是十分低下

的。所謂“戲子、忘八、吹鼓手”，其身份與妓院的“忘八”一

樣，任何社會勢力可以淩辱、欺壓。

這大大出乎我的意料，之後進一步瞭解到象筱丹桂那樣屈死

冤魂，在戲曲界幾乎俯拾即是，不足為奇。正是“不摸不知道，

一摸嚇一跳”。

例如，京劇紅伶常春恒，在天蟾舞臺演出《開天闢地》連臺

本戲。生意興隆、場場客滿，但因為“包銀”問題和老闆顧竹軒

發生糾紛。顧是個流氓頭子，不久就叫其打手用駁殼槍把常春恒

打死在劇場門口。之後，又要麒麟童（周信芳）繼續在天蟾舞臺

演出，申言如不願意，將與常春恒同樣下場。麒麟童只得挽出介

紹人，拜上海最大流氓黃金榮為“老頭子”求其庇護，免遭覆

轍。

又如揚劇名角王月華，因為忤逆了小流氓“銅匠阿小”，在

他演出《陳琳爬屍》的舞臺上當場將他打死。……至於女演員更

是沒有保障，從大到黃金榮、杜月笙，小到鄭家木橋流氓小頭

目，只要一旦看中，強姦、作妾，沒有二話。上述的筱丹桂，就

是給她演出的國泰大戲院老闆張春帆看中納為小妾。一次尋釁把

她打得遍體鱗傷。筱因難消這股冤氣，服毒自盡……
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其實，“戲子”命運如同草芥，生活中時有所聞、戲劇舞臺

上、文人作品中如《秋海棠》、《風雪夜歸人》、《元元紅》……等

也不乏有所揭示。只因我當年剛進上海，寡陋孤聞、大驚小怪而

已。幾年後，進一步瞭解藝壇內幕之後也就“見怪不怪，其怪自

敗”了。

這裏，我之所以不吝篇幅，重溫這段藝人血淚史，因為這對

我解放後進入文化局，如何對文藝界（特別是戲曲界）掌握政

策，對這支龐大的隊伍如何區分兩類矛盾、分清敵我界線有著重

要意義。

三　乾坤朗朗　善惡昭昭

“雄雞一唱天下白”，1949 年 5 月，上海解放了。在這“天

翻地覆慨而慷”的日子裏，我們大同大學的莘莘學子決不可能再

安安靜靜地念書了。其根本原因是解放後的新社會急需要大批大

批知識青年來建設新上海。（光靠渡江來的幹部是遠遠不夠的）。

因此，學校當局專門成立機構，動員在校學生積極參加革命。在

這特殊背景下，由於急需人才，本屆大學生還允許提早一年畢

業。這一大好形勢，正是提供我們發揮作用的最佳時機。我豈肯

輕輕放過？必然義無反顧地投身到火熱鬥爭中去。不但如此，我

還根據自己的興趣愛好，竟然放棄了幾年來攻讀的金融專業而毅

然決然改了行，選擇了我所朝思暮想的戲曲事業，進了上海市文

化局。

所以，如今在我身上就出現了一個奇特現象：我這一生，殫

精竭慮的是文化事業，所有創作和出版的作品主要是戲劇劇本、

評論和史志。但是近年來頻頻參加的大學校友會，與之同歡的卻

是銀行、保險、證券……等金融界人士。文藝與金融摻合、交流

倒也別有情趣，擴大了視野，增加了信息量，豐富了多方面知

識。

好，說完了題外話，再回到正題上來。

1951 年 7 月，我懷著極度興奮的心情去文化局報到。在這

以前，我早已知道該局局長是國際聞名的著名文學家夏衍，副局

長是大戲劇家于伶。一到人事科，更被告之我分配在戲曲改進

處。處長是鼎鼎大名的京劇大師周信芳（藝名麒麟童）。這恰恰
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又是我崇拜的藝術偶像。我在大同大學京劇票房經常學唱的正是

他的代表作《四進士》、《明末遺恨》等選段。而如今竟成為我可

以天天見面的“頂頭上司”，怎不心潮澎湃，欣喜若狂！！

報到後，我被落實在管理科。這個科顧名思義是專門管理戲

曲劇團“改人、改戲、改制”的。又因為我是南方人，所以安

排我專管滬劇、甬劇、評彈、滑稽等南方劇種。對此當然欣然從

命，沒有二話。

斯時，舉國上下正在轟轟烈烈、大張旗鼓地展開鎮壓反革命

運動。我們文藝界也不例外，特別是長期以來深受政治上迫害、

經濟上剝削、生活上蹂躪的戲曲藝人更是精神亢奮，狠狠鬥爭那

批流氓、惡霸、地痞、班主。除了上面提到過去舊社會逼死越

劇名伶筱丹桂的張春帆外，還有淮劇界的陳小毛、滬劇界的夏連

良、揚劇界的柏文龍以及大世界的“五虎將”……等等都是一批

罪惡累累、人人皆曰可殺的反革命，後來都一一槍斃，平了民

憤。

此次“鎮反”運動，主要執行者是中國人民解放軍軍事管制

委員會，我們文化局是配合單位，而我這個剛進去的青年幹部僅

僅是作為“上情下達，下情上達”的聯絡員，穿梭於局領導與戲

曲界群眾之間的一個小小通訊員。

但，別小覷這工作，確實對我今後影響很大，使我初步懂得

了如何分清敵我，把握政策，不犯與少犯“左”右傾錯誤。特別

慶幸的，也是我畢生難忘的是我英明領導夏衍、于伶與劉厚生。

因為他們都是長期從事“地下工作”，對當年國民黨統治下的整

個戲劇界瞭如指掌。他們一再教導我們，舉凡長期以戲劇為正

業，從來沒有傷天害理的罪行，則雖然和反動派，惡霸流氓有過

錯綜複雜、千絲萬縷的關係，也屬於有錯誤的好人，不應劃入鬥

爭對象。因為在舊社會，要在這十里洋場的上海灘立足與生存，

不可能一塵不染、白璧無瑕。即便像梅蘭芳，周信芳那樣藝術大

師，在日本侵略者面前鐵骨錚錚的硬漢子，也不得不拜像黃金榮

這類流氓、惡霸為“老頭子”並為之服務。所以在這次運動中，

凡屬“推一推倒下去，拉一拉拉上來”的人，能拉即拉，不能一

律“推倒”。的確，像這類對象當時不是一二個，而是一大批。

之後，在 1952 年末，建立一大批國營劇團（如人民滬劇
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團、人民淮劇團、人民評彈團等）我們在經過民主改革、整頓隊

伍時，都遵循上述標準，嚴格掌握政策，團結和保護一大批著名

演員。半個世紀的歷史事實證明，當初一批“推一推倒下去”但

拉一拉拉上來的不少藝術家，後來對新中國的戲劇事業都作出很

大貢獻。

從 1951 年進市文化局到 1954 年慰問解放軍後因病進幹部療

養院的整整四年中是我的“黃金時期”，也是我心情最舒暢、工

作最愉快，水平也提高最快的時期。在這個時期內，我幸運遇到

了英明剛正的領導，貫徹執行了正確規範的政策；團結了一大批

後來一貫熱愛祖國、熱愛社會主義的戲劇工作者。因而我暗暗下

定決心，爭取早日入黨，當好一名政治幹部，進一步與廣大戲劇

工作者一起，為壯麗的新中國文化藝術事業而奮鬥終身。

然而，好景不常，這美麗的理想，不久就受到極大衝擊。在

我進入醫院治病不久，風雲突變，社會震盪，鬥爭不斷，人事全

非。不但我所尊敬，熟悉的領導全部調離（有的甚至鋃鐺入獄），

更有與我一起工作的同事、伙伴有的也先後變成“階級敵人”

……這究竟是怎麼回事呢？我震驚、我迷茫、我不知所措！

幾十年後，才搞清楚，原來文藝界一條長達一、二十年的

“左”傾機會主義路線就從這時開始。我一出醫院大門，立即遭

到當頭一棒，稀裏糊塗，差一點自己也成為革命對象。

“自己人整自己人”竟整到如此地步。使幾十萬知識份子淪

為“階級敵人”，實在是始料所不及。這必然引起我的深深思

索，重新給自己“定位”。至少，像我這樣的人決不能當政治幹

部，因為我不會、也不願意整人。

四　感悟人生　及時應變

1954 年春節，全國掀起慰問人民解放軍高潮。我參加的第

四總分團是負責慰問南京軍區、浙江軍區的。當時我與所在的文

工團帶了大中小型的各種劇目既去司令部又深入連隊營房哨所。

所到之處，軍民共歡，氣氛熾烈。終身難忘這魚水深情。

誰知我樂極生悲，回滬後檢查出浸潤型肺結核進展期，必須

立即住院治療。於是不得不住進了上海市幹部療養院。一住竟達

三年之久。
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進醫院是 1954 年 7 月 1 日，由於病情反復，時進時出，故

正式出院已是 1957 年！

無論如何我沒有料到，這住院三年竟然鬥爭不斷，國無寧

日。光以知識份子為革命對象的就有 1954 年批判紅學權威俞

平伯《紅樓夢研究》；1955 年的所謂揪出“胡風反革命集團”；

1956 年的黨內“整風肅反”以及 1957 年舉世震驚的反右派鬥

爭。這幾年的連續政治運動，全國所有知識份子都有觸及。別的

不說，光是“反右”鬥爭被打成“右派份子”的就有 45 萬，或

坐牢，或下放，其中不少是我以前所崇拜與尊敬的對象。這三年

中，使我特別困惑的有三：一，前面所說的我尊敬的局長夏衍、

于伶，處長劉厚生都受到批判和調離（于伶局長更被捕入獄）；

二，我所熟悉的親友同事，在前幾次運動中還作為積極份子、党

的依靠對象，而在“反右”的一瞬間竟一下子成為“不可救藥”

的階級敵人；三，最使我感到靈魂震撼、大惑不解的是自己差一

點也成為“反黨份子”！！！

原因是這樣的：1956 年春天，我還在醫院養病，領導上要

我請假出院參加一次所謂“重要會議”。這次會議原是貫徹黨中

央糾正文藝界在“左”傾思想的，哪知當時身為上海市委文藝工

作部部長的張春橋（後來成為“四人幫”頭目之一）竟在這會上

顛倒黑白，歪曲事實，矛頭指向我們基層的幹部，硬說我們隨便

“禁戲”，違反“百花齊放”方針，今後不准我們“胡來”云云

……

這簡直是胡說八道！是他們恬不知恥地把責任推向下級。

因為以前的所謂“禁戲”，全由市委張春橋之流硬要我們去執行

的。如今卻來嫁禍於人，理所當然要受到廣大幹部的據理力爭，

提出抗議。因此，我們趁他出席中國戲劇家協會上海分會成立之

機，向“大會秘書處”提出要與之對話、評理，他不敢與我們面

對面交鋒而溜走了。

之後，以我為首的九名幹部再用“大會書面發言”的形式在

大會出版的會刊上列舉事實，一一反駁。當時，又值黨內整風，

號召貼大字報向黨提意見。我也貼出了一張《十問張部長》的大

字報，更系統、更詳細地駁斥他誣陷不實之詞。

可，這下糟了。到了 1957 年“反右”期間，硬說我們前一

中国戯劇家協会上海分会成立大会文集
（表紙）
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年的反駁是反黨行為，要我們寫檢查並進行批判。

雖然，經上級審查我們不算“反黨”，沒有打成“階級敵

人”，但通過這場政治風暴，心靈受到極大震動，逼使自己要重

新審視前一時期的政治思想和價值觀念。在進醫院以前，我不

是曾經立志爭取早日入黨，當好政治幹部嗎？如今看到如此多的

“階級敵人”，更看到不少政治幹部都像張春橋那樣“翻手是雲，

覆手是雨”，而我這樣書生氣十足的人，能隨這些“政客”們胡

作非為、指鹿為馬嗎？經反復思考，我大徹大悟了，深感自己只

能在書堆裏生活，不能在政界中幹事。所以我出院以後，一直把

工作重心放在戲曲評論和戲曲史方面，力爭遠離政治漩渦。

1959 年因慶祝建國十周年，我被調入市委宣傳部“重點創

作指揮部”工作達四年之久。但在業餘時間卻還是專心致志於灘

簧老戲的挖掘與撰寫論文。先後在《上海戲劇》刊物上發表評

《借黃糠》[註 20]、《從〈碧落黃泉〉[註 21] 等劇目看西裝旗袍戲》

等論文，以及系統地研究了灘簧戲史料，作為政治上的“避風

港”。

誰知，你想逃避政治，政治又偏偏找上門來。

1964 年，我剛從上海市委圓滿完成任務回到上海戲劇家協

會。有一天，領導正在給我們佈置任務。張春橋這個惡魔卻突然

闖進我們會議室，這一下可完全改變了我們的命運。

當時這個傢伙，臉色鐵青，板起面孔就說：“你們不要搞什

麼戲劇了，現在‘四清’工作缺人，給我統統到農村去搞‘四

清’，同時，也改造你們的世界觀”。

所謂“四清”就是指農村正在開展的“清思想、清政治、清

經濟、清組織”的運動。

後來，才知道要我們搞“四清”是個藉口，主要是最近毛澤

東發了又兩個“批示”，說整個文藝隊伍熱衷于帝王將相、才子

佳人。若不改造，將來就要像匈牙利裴多菲俱樂部那樣，反對共

產黨領導，所以必須上山下鄉徹底改造。

從那以後，我們只得被迫下鄉。以秘書長錢英郁為首，一起

到松江，金山等地搞“四清”。

一到農村，我們更吃驚地感覺到黨中央毛澤東與國家主席劉

少奇發生了極大矛盾。

註 20	富農の李俊明は没落後、援助
を求めた長女夫妻にすげなく
され、次女と投身自殺を図る。
助けられた李は出家し、次女
も生きる糧を見出してゆく。

註 21	杭州の学生・汪志超と李玉如
は将来を誓うが、志超に横恋
慕する金彩雯の計略で引き裂
かれる。志超と彩雯の結婚を
知った玉如は病に倒れ、臨終
の床に駆けつけた志超に遺言
を残し、絶望の中で死ぬ。
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原來的全國農村“四清”是由劉少奇夫人王光美領導的。而

我們這次去執行的卻是毛澤東的政策，把王光美以前領導的一套

政策方針統統顛倒過來。這實際是 1966 年“文化大革命”的前

奏曲，我們是去充當黨中央内部鬥爭的工具和“馬前卒”。而這

樣鬥來鬥去真正吃苦的是普通老百姓，鬧得整個農村雞犬不寧，

無心種田，糧食大幅度減產。

在農村折騰了兩年後，我們才回到上海。而最最令人意想不

到的是，一回到辦公室竟然貼滿了大字報，矛頭是針對我們的。

且這次率領我們下鄉的秘書長一下子變成了主要鬥爭對象—走

資本主義道路的當權派。

這個戲劇性的變化真使我們目瞪口呆，竟想不到，從此就徹

徹底底地離開了文藝界。

五　十年浩劫　務農當工

舉世震驚、遺臭萬年的所謂“文化大革命運動”，按通常的

歷史分期，當從 1966 年 6 月 1 日《人民日報》發表“北大”的

一張大字報及社論《橫掃一切牛鬼蛇神》算起的。

但是，上海文藝、新聞、史學界的知識份子早在前一年批

判《海瑞罷官》時就遭到了“殘酷鬥爭，無情打擊”了。上面所

述，我們從農村回滬後，秘書長錢英郁被未下鄉的機關幹部批鬥

即是一例。此時，上海已經“天下大亂”，各大專院校、科研單

位的一批所謂“走資本主義道路的當權派”、“反動學術權威”均

被一一“揪出來”進行人身污辱。不少正義凜然，不願忍氣吞聲

的專家教授堅持“士可殺而不可辱”而相繼跳樓、自縊身亡。

“文化大革命”一開始，更是倍本加厲。特別從北京湧來的

所謂“紅衛兵”，一到上海及各地更是到處抄家，進行“打、

砸、搶”，整個社會搞得天昏地黑，萬馬齊喑。試想，他們連國

家主席劉少奇都可以揪出來鬥爭，再有誰可以在這場大革文化命

的運動中能夠倖免呢？

當時，我們文藝單位，都被列為“劉少奇文藝黑線”。一律

以營、連、排編制，被集中在一幢幢大樓裏進行鬥（爭）、批

（判）、改（造）。然後再派來一批“工宣隊”，“軍宣隊”，對我們

進行監督，管理，他們飛揚跋扈，殺氣騰騰，都把我們作為鬥爭
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對象，隨時隨地可以淩辱。

1967 年 5 月 7 日，毛澤東又發表了所謂“五七指示”，要我

們全部上山下鄉進入“五七幹校”（美其名曰“幹部學校”，實

際是勞動改造農場）。於是，我們文化局和文聯系統的成千上萬

的文藝工作者被趕到郊區奉賢的一片荒無人煙的鹽礆地上，要我

們白手起家建立“幹校”。然後再請來一批老農教我們撒穀、插

秧、施肥、收割等一整套種植稻穀的手藝，並號召必須自力更生

進行生產……這是十足地道的“集中營”。

不僅是我們，連一大批國內外有極大影響的像巴金、聞捷、

柯靈等著名大文學家同樣跟我們在一起改造，而且“樹大招風”，

時時被提名批鬥，處境比我們更慘。“文革”十年中的非人生活

實在罄竹難書、不勝枚舉。現在就按我們“下放”年代舉幾個還

記得起來的實例，略陳如下：

（一）“豬肉香不香？”“大糞臭不臭？”

誰都知道，下鄉種田，肥料決不可少。當時我們施的肥全是

人糞和豬糞，雖然奇臭無比，但人人都要光著腳下糞池，去豬舍

去掏去挑。當時的巴金和沙金都年近六十，但都無一倖免。這還

不算，在旁監督我們勞動的“工宣隊”、“軍宣隊”還要惡狠狠地

斥問當時已經精疲力盡的巴金和我們：“大糞臭不臭？”“豬肉香

不香？”“幾十年來你們只知享福，從不勞動，有罪沒罪？”“對

得起對不起工農兵？”“現在認不認罪？”……回答這一連串問

題時，稍有遲緩或不如他們的意時，晚飯後即要開批鬥會批鬥！

（二）所謂貫徹“第一號通令”：

在勞動改造時，據說中央軍委發了一道“第一號通令”，是

專防原子彈突然襲擊的。於是這道“通令”就成為“軍宣隊”整

我們的武器。

有一次，幹校來個緊急集合，“軍宣隊”隊長蠻橫地告訴我

們，從今以後，深夜有時要緊急集中，當你們一聽到鈴聲，必須

在 5分鐘內到廣場身背行裝按原編隊報到，且不准開燈、說話。

此令一出，人人自危。從此夜不成寐，唯恐有違“軍令”。

這等苦楚，非當時人很難體會，尤其我們擔心一批老專家如何過

這難關！

果然，某天一個月黑風高的夜晚，鈴聲大作，我們匆忙打點
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行裝，趕到廣場。可是誰也沒有料到巴金等老人竟在我們前面

報到了。“軍宣隊”對此也目瞪口呆，無法理解。可是後來才知

道，他們從那天聽到命令後，每夜不脫衣服紮緊行裝，和衣而

睡。因此一聽到鈴聲，即可背了行裝沖到集中地點。

把全國幾十萬，乃至數百萬知識份子，特別是在國際國內赫

赫有名的老專家，老文人折騰到這個地步，這哪有人性可言？這

個時代，絕對是獸性的時代，是虎狼橫行的時代！

（三）“恕你無罪”！

在下放鄉下的幾年裏，我們從插秧到收割，全部農活均都幹

過。哪知到了 1969 年，據說上海工廠需要一批勞動力。於是上

級以“戰高溫”名義要我們“五七幹校”輸送一批到上海工廠。

我榜上有名，當然十分高興。這是因為第一，回到上海可天天與

家人在一起；第二，此刻農村正如宋代“樂府”詩中所寫的“赤

日炎炎似火燒，野田禾稻半枯焦”的季節。若到工廠至少可以避

免太陽直接照射；第三，在農村幹活，口渴時只得在河中掏碗不

潔冷水喝，而據說工廠有冷飲供應……因而恨不得立即“飛”回

上海。

果然，有一天有個叫“王師傅”的工宣隊找我談話了。他板

著臉，冷冰冰地對我說“我們工人階級是寬洪大量的，你們過

去的一切罪行，我們也不計較了。不過此番到廠裏要好好勞動，

改造自己。”這些話，當時我情緒非常抵觸。暗想，我們有什麼

“罪行”？誰要你“寬洪”？但又不敢頂撞，只是默不作聲，無

言對之。就是這樣，我們一行四十多人用裝貨的大卡車，個個站

立着運到了上海。

（四）“可壓坍一座新的水泥橋”：

一到上海，我們被分配在手工業局下屬的上海鉸鏈一廠軋

鐵車間。到了車間，大夥都傻了眼：原來這是該廠的第一道工

序。即由外面鋼鐵廠運來帶鋼後，經過“酸洗”，要我們軋成鉸

鏈的原料。一個班次要軋 9噸鋼材（8小時，日夜三班制，共 27

噸）。這是廠裏最髒最累的車間。舉凡廠裏有政治問題、犯錯誤

的職工都放在這車間裏“勞動改造”。不言而喻，我們也屬這類

對象。

也許不接觸重量的人都不知道這每班 9噸究竟有多少重？這
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裏可以打個比喻：我們當時在農村勞動，每座新造的水泥橋上都

立有標牌，特別強調“6 噸重車，不准通過”！也就是說，如果

我們把軋下來的鋼材，一圈圈放在這橋上，那麼，不等到下班，

這座嶄新的水泥橋就要坍塌了，難道這還不夠嚴重？！所以經過

幾年勞動，我們都有職業病，我的兩腕生有腱鞘炎還算大幸。而

龔義江這位京劇專家由於車間噪音震聾。至今兩耳失聰，成了終

身殘疾……

（五）冒充“工人階級”

1970 年，不知誰“開恩”，下了一道命令：凡是離廠較遠的

“戰高溫”者可就近調整。因我去鉸鏈上班要調好幾輛公交車，

所以後來安排到附近的滬光燈具廠。這個廠專產碘鎢燈與日光

燈，沒有笨重的活。這是我下放多年來最感輕鬆的勞動。但有個

笑話，這裏需要提一下：

根據當時的中央決定，全國學校都在“復課鬧革命”，更在

中學以上學校規定要學習馬列主義原著。

在上海不知是誰的主張，舉凡上“馬列”課的第一堂必須要

讓工人開講，以示“工人階級領導一切”。

我廠所在的虹口區有座以烈士黃繼光命名的繼光中學要開列

寧原著《國家與革命》課程。於是他們負責人親自來滬光燈具廠

請位工人階級開講第一課。我廠當然義不容辭就答應了。

可是誰去講課呢？經黨支部研究決定派我去冒充工人階級。

我當然不去，推說“冒充工人階級是要犯錯誤的，還是另請真正

工人階級”。

然而黨支部書記正式道：“這是支部決定，你要聽黨的話，

一切由我們負責”。

如果不去，我就“不聽黨的話”，罪莫大焉！因此，不得不

去“冒充”一番。反正這一著作我也學過，駕輕就熟。於是奉命

前去上了講臺。就“國家”與“革命”兩個概念，胡謅一通。講

了一個多小時。講畢，掌聲如雷，校長與全體師生湧向講臺說

“周師傅的講課使我們受到很大教育，所以上級要工人階級先上

講臺是英明決策！”

這是一場典型的政治鬧劇。我在暗暗發笑中離開了該校！
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（六）“福兮禍所伏”：

老子《道德經》第 58 章說：“禍兮，福之所倚；福兮，禍之

所伏”。這是至理名言！

我冒充“工人階級”上講臺後，日子一天比一天好過，廠領

導已不計較我勞動指標了。常派我到廠工會編黑板報，寫謳歌車

間好人好事的小演唱……這當然是我的“拿手好戲”，何樂而不

為！

可這下糟糕了，原來這個廠是“文化大革命”最早起來“造

反”的，他們有說不完的“光榮歷史”，這點我根本不知道。

有一天，廠裏某些造反派頭頭約我去談話。他們“尊重人

才”，“彬彬有禮”，向我簡單介紹其“光榮歷史”後，要我執筆

撰寫“光榮史”，且規定先從“大事記”開始。由他們口述，我

則記錄，整理，並說從此以後，不要我參加勞動了。

這，使我本能上引起反感！！因為他們造反之日，正是我們

倒霉之時。我豈能昧著良心，為虎作倀，給王洪文，張春橋之流

歌功頌德，塗脂抹粉？！於是，下定決心予以拒絕。只推說，我

們來“戰高溫”時，上級一再規定要我們好好勞動，向工人階級

學習，改造世界觀。因而不敢違反，而況，這段“光榮”的造反

史也只有工人階級才有真情實感執筆，我沒有改造好，無資格撰

寫。

這批傢伙看得出我情緒抵觸，就再三“哄”我，最後見我態

度堅決，就沉下笑臉，說：“那就算了吧！”

可是，他們根本沒有“算了”！大約隔一個星期，我的生產

組長就有意識地安排我到室外天井玻璃棚中吹日光燈管（即用冷

風器吹掉每支燈管內的垃圾）。

這是一次嚴重的報復行為。因為當時正值三九嚴寒，北風凜

冽，地凍三尺，室內都有暖氣設備，唯獨這玻璃棚暴露於冰天雪

地中，奇冷無比且僅我一人在此工作。此時我強壓怒火，逆來順

受，身上多穿些衣服，憋著一口氣，裝作滿不在乎的樣子，“老

老實實”吹燈管……

禪語說得好：“善有善報，惡有惡報；如若不報，時間未

到，時間一到，一切都報”。這條佛家的因果律的的確確是顛撲

不破的永恆真理。
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過不久，即 1976 年 10 月，從北京傳來萬眾歡騰的特大喜

訊：以江青、張春橋、姚文元、王洪文為首的“四人幫”反革命

集團被粉碎了：在上海的一切死黨、爪牙同樣也被掃進了歷史的

垃圾堆。

這場大“革”文化“命”的十年浩劫終於結束了，絢麗燦爛

的陽光又重新普照中國大地。

理所當然，我們這群過了 10 年囚徒般生活的知識份子又重

返自己心愛的工作崗位。大夥不約而同地精神振奮，鬥志昂揚，

意氣風發。下定決心，要把被損失的時光奪回來。並暗暗發誓，

一定要治好這個滿目瘡痍的祖國。

六　盛世修志　樂此不疲

“四人幫”粉碎後，特別是黨的十一屆三中全會後，徹底改

變了國家面貌。成千上萬，乃至幾十萬，上百萬被誣陷為“階級

敵人”的受害者都得到了平反昭雪。從前令人不寒而慄的“以階

級鬥爭為綱”，“階級鬥爭必須年年講、月月講、天天講”的口

號也為全國億萬人民唾棄了。取而代之以經濟建設為主，尊重人

才，科教興國，因而各條戰線都出現了欣欣向榮，蒸蒸日上的大

好形勢。

絕大多數知識份子的積極性都調動起來了。有人調侃說，中

國知識份子“價廉物美”，“經久耐用”	，且“耐磨耐壓”。不對！ 

正確地說，在幾千年中華民族的傳統美德薰陶下，中國絕大多數

知識份子的思想品格，價值取向和道德規

範歷來是熱愛祖國，堅忍不拔，富貴不能

淫，貧賤不能移，威武不能屈。因而，一

旦有了良好的工作、生活環境，立刻就迸

發出潛在的能量，獻身於建設祖國的偉大

事業。

就我而言，此時心情也特別舒暢，精

力也特別充沛。除了發表批判“四人幫”

文章和與同事王浩然等合作的電影劇本

《黑水幫》外，更努力爭取填補中國戲曲

史上的空白—灘簧戲研究。

松江の文化宮で。芸能の上演場所は少ない。
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從 1979 年到 1998 年的 20 年中，擇其犖犖大者，我幹了 10

件以前前輩所沒有幹過的事：

（一）發起“灘簧戲研討會”：因灘簧戲系統是江南戲曲的一

支奇葩，她與古老的梆子系統，皮簧系統，亂彈系統一樣……同

屬於祖國的優秀文化遺產。但與兄弟系統相比，理論研究尚屬空

白。於是我主動團結上海、江蘇、浙江戲劇界權威人士，前後於

1982、1983、1987 年在上海、無錫、寧波召開了三屆“兩省一

市灘簧戲研討會”。由滬、姚、錫、甬、蘇、湖、婺、杭、淳等

九個劇種參與。共收到論文、史稿百餘件，分別發表在各省市刊

物上。我的論文《灘簧戲與時代潮流》及上海 25 篇論文更彙編

成專輯出版發行，影響較大，且為國內外研究者所關注。之後，

我又連續寫了《百年滬劇話滄桑》、《現代幫會與海派戲曲》、《海

派藝術與西裝旗袍戯》等論文在各刊物刊載。

（二）在上述基礎上，更進一步組織灘簧戲著名藝術家同臺

會演，相互交流。其目的即為繁榮戲曲舞臺，豐富電視劇上演

（映）劇目；更為今後修志寫史提供形象性資料。如今全國電視

臺經常播放的所謂“灘簧戯經典劇目”均為當時錄製的。而且由

於不少老藝術家紛紛謝世。這類演出劇目更成為祖國藝術寶庫中

的優秀文化遺產，功莫大焉！！

（三）請出滬劇界權威文牧與其助手余樹人等聯合籌備編寫

《上海滬劇史》。但從 1985 年起全國由政府出面發動修纂戲曲劇

種志，我與文牧被《中國戲曲志・上海卷》和《上海文化藝術

志》聘為編委，遂把我們上百萬字資料納入修志軌道。

（四）與文牧、余樹人、丁國斌等先後赴松江、蘇州、太倉

等地搜集當地地方志、文人筆記、碑文石刻……收穫頗豐。其中

灘簧，花鼓戲起源於清朝雍正年代的定論，就是在《太倉志》上

獲得的。

（五）1983 年 6 月，應中國戲劇家協會、中國戲劇出版社的

邀請，赴河北省北戴河參加全國劇種志編寫交流會。會議期間先

後聆聽了專家及領導有關寫史編志的政策方針、戰略部署以及各

兄弟省市的先進經驗，對規範今後上海的史志工作起到了很大的

推動作用。

（六）1983-1984 年間，“上海京劇梅派研究會”向我會申
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請舉辦“梅蘭芳藝術訓練班”。因我是兼管上海各劇種“票房”

的，故同意他們的要求。由我擔任班主任，向全國各劇團中選

拔了 16 名“尖子”梅派演員，由梅葆玖、俞振飛、童芷苓等執

教。並遴選了《穆桂英掛帥》、《霸王別姬》、《生死恨》、《鳳還

巢》四齣戲為教材。收到了全國好評。培養一批梅派傳人，影響

遍及海內外。

（七）1984-1985 年間，當時掀起拍攝電視劇高潮。中央電

視臺、中國電視劇研究會要求我們上海合作，由我負責（任監

製）先後攝製了《四喜臨門》、《一廠之長》及越劇《戚雅仙與戚

派藝術》等三部，均在中央電視臺播放。同時還協助中央臺召開

了“全國電視劇藝術研討會”。全國各省市（除臺灣省外）均踴

躍參加，我任辦公室主任。

（八）1989 年起，在擔任《中國戲曲志 · 上海卷》和《上海

文化藝術志》編委期間，又先後應聘為《上海錫劇志》、《上海甬

劇志》主編、《上海崑劇志》、《上海滑稽志》評委和《上海浦東

志》顧問。忙得不可開交，但我很樂意接受這些任務。

（九）1993 年參加由上海社會科學院、上海復旦大學、上海

華東師範大學和上海地方志聯合舉辦的《現代幫會與上海》的學

術研討會。我宣讀的論文是《現代幫會與海派戲曲》（後發表在

《上海藝術家》雜誌 1994 年 2 期上），又先後由上述發起單位推

薦來英國、加拿大、日本等專門研究此類專題的博士留學生請我

輔導。這批留學生經輔導後除了回國後各寫專題發表外，日本早

稻田大學博士生三須祐介、藤野真子等還與我合作撰寫專著《上

海灘簧戲與劇場發展史》（暫名），爭取在近期內殺青、付梓。將

出中日文兩種版本。

（十）1989 年，我將趨退休年齡時，上海滬劇著名藝術家、

各流派創始人邵濱孫、王盤聲、趙春芳等卻請我出面，建立“春

申滬劇團”。由我任團長，他們任副團長。加盟的還有王雅琴、

小筱月珍、汪秀美、韓玉敏、楊飛飛等。這是個在中國戲曲史上

從未有過的堅強陣容。因而成立後演出時，觀眾如潮，甚至有些

“追星族”在我們到江蘇、浙江巡迴演出，他們也跟去外地。人

到晚年，竟還如此紅紅火火，實在令人振奮！
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1990 年我正式退休，實際上是“退而未休”。次日即去市文

化局史志辦公室報到，修纂《上海文化藝術志》。好在沒有“坐

班制”，工作也輕鬆，一直到 1998 年 5 月患了大病進華東、華山

醫院為止。

我之所以提及這場大病，因為它是我在晚年宇宙觀、人生觀

的又一次重大轉捩點：

此病是在市文化局餐廳裏與同事們共進午餐時突然發生的，

且來勢很凶，是“不治之症”。

經過上海華東、華山兩大醫院權威專家確診，此病名“重症

肌無力”，“肌營養不良”。被這兩醫院主任們判為“死刑”，康

復無望。醫生甚至直截了當對我兒子說：“你可以翻遍全世界醫

書，無一本能說出此病可愈的”。這說明“死刑”是判定了。

然而，偏偏給我的氣功老師—中國天功創始人陳樂天大

師—救活了。不但救活，而且近幾年來我的體質越來越好，我

再去上述醫院，專家教授個個目瞪口呆，噤若寒蟬，一致認為，

史無前例，不可思議。

他們思議不思議是他們的事，但作為我這個親身經歷的當事

人，受益者則必然要“思”，必然要“議”：為什麼面對我 1998

年這場大病，某些自詡為有國際水平的西方醫學權威不僅束手

無策，並一口咬定是“不治之症”，而偏偏給某些“學閥”誣為

“偽科學”的東方氣功卻治癒了呢？而且更加奇怪的是，病後多

年來我的體質卻越來越好，精神越來越充沛，思維越來越敏捷

……所有這些，難道不令人深長思之麼？其實在上世紀編寫《中

國科學技術史》的英國專家李約瑟早就論過：“中國的傳統科

技，無需借助西方的成熟經驗就可以自身發展出能與西方抗衡，

甚至凌駕其上。”更何況今年美國《科學》雜誌更公佈了“2003

年世界科技 10 大突破”，其中為首的就是發現了宇宙間的暗物質

和暗能量竟占 96%。而我們現在所能見物質只是 4%。看，我們地

球人的知識實在太少、太貧乏、太可憐了。而一貫夜郎自大，狂

妄倨傲的洋奴們憑什麼把自己不懂的東西稱為“偽科學”呢？

為此，我下決心在有生之年，以主要精力去學習我國科學泰

斗錢學森早已倡導的“人天科學”，跟著一批正派的先行者去探

索宇宙的奧秘、東方文化和東方醫學的奧秘。因為我從“起死回



 亦嗔亦喜的藝術人生（周）	 27

生”的大病後深深體會到，這門科學和我

以前化了畢生精力的戲劇研究來比較，正

如大巫之於小巫，鯤鵬之於蜉蝣。

暫別了，文藝界的朋友們，以後我將

飛向大宇宙，遨遊於暗物質與暗能量之

間，遨遊於東方文化與西方科學結合部

之間，當個小學生去弄清楚我的“不治之

症”所以治愈的奧秘。當然，倘有餘力，

仍然不忘文藝、顧及戲曲和關心灘簧戯。

不過，這僅僅是我的“業餘活動”了。

後記

寫完這半個世紀以來坎坎坷坷，時苦時甜的歷史過程和思想

演變後，在“前言”中曾提到的幾位記者就應該明白：我之所以

能夠裕如對付這個猛將如雲的春申滬劇團，關鍵在於這 50 多年

來我們曾經風雨同舟。特別是我對這批滬劇流派創始人的品德、

性格瞭若指掌。即古人所謂“人之相知，貴相知心”是也。因

此，完全有把握能將任何矛盾解決於搖籃之中，不使其激化。

如今，我們大家都進入耄耋之年，更是心神怡然，寵辱不

驚、美美滋滋，歡度晚年。兩千多年前，孔老夫子在《論語 ·為

政篇》中曾經說過：“六十而耳順，七十而從心所欲不逾矩”。

現在，我之所以能興沖沖、喜洋洋地把興趣和精力轉向“人天科

學”，這正是“從心所欲不逾矩”的充分表現。此乃人生之一大

樂事，豈不快哉！

松江駅付近の風景
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ある地方劇と知識人の人生
－周良材「亦嗔亦喜的芸術人生」に寄せて

藤野　真子

私たち中国都市芸能研究会江南プロジェクト構成員三名（三

須祐介氏（広島経済大学）、佐藤仁史氏（滋賀大学）、筆者）が

初めて周良材氏と会ったのは、1998 年の早春、みぞれの降る

寒い日のことであった。その数日前、我々は佐藤氏の上海での

師である上海史研究者・顧炳権氏（1999 年 11 月逝去、本誌

第一輯　佐藤仁史「地方志工作者と地域史研究－追悼顧炳権

先生」参照）を浦東のオフィスに訪ねた。当時の私たちはまだ

全員が博士課程在学中であったが、同じく江南をフィールドと

する者として知り合ったことを機に、何か共同で研究できない

かと対象を模索しているところだった。その過程で、上海の地

方劇である滬劇をそれぞれ興味の範囲に応じ、多角的に扱う話

が浮かび上がっていた。もっとも、滬劇について十分な知識を

持ち合わせていた者は一人もなく、わずかに散発的に舞台を観

たことがあるのみで、研究蓄積の状況はもちろん、どんな専門

家がいるのかさえ知らなかった。そこで顧氏に面会した折、上

海の地方劇に詳しい研究者の紹介をお願いしたところ、その場

で周氏に電話を掛けて頂き面会の約束を取り付けた次第であっ

た。

後で思うと電話の向こうの周氏は、「日本人」研究者と会う

ことにいささか逡巡したのではなかったか。この「亦嗔亦喜的

芸術人生」が、旧日本軍の華東侵略に対する禍々しい記憶から

書き起こされていることからみても、それは容易に想像できる。

しかし実際に対面した氏は、内外の研究者の多くが北方の芸能

ばかり注目する現状を批判しつつ、あえて江南の芸能に取り組

みたいと申し出た我々の心意気を大変歓迎し、資料提供やイン

フォーマント紹介などの協力を快諾してくれた。その後も現在

に至るまで、長期休暇の度に私邸にお邪魔してインタビューを
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しながら貴重な資料を拝見し、遅々として進まぬ我々の研究に

辛抱強くお付き合い頂いている次第である。

＊

上海で伝統劇の舞台に足繁く通った人は多くいることだろう

が、滬劇の舞台を積極的に観たという話はあまり聞かない。上

海の地方劇として本邦では越劇がクローズアップされることが

多く、中国学関係者でも滬劇の名を聞いたことがないか、もし

くは現代劇中心のレパートリーから話劇の亜流だろうと誤解し

ている人さえいるのが現状である。しかし、上海語を用いて上

演する滬劇は、現在でも上海市区および郊外地域を中心によく

上演されており、まさに上海の地元芝居の名に恥じない。か

つ、歌唱を演技術の中核となす点だけとっても、れっきとした

「戯曲」の一種である。二十世紀に入ってから急速な発展を遂

げたこの劇種は、旦と丑、もしくは生という組み合わせの演者

が、民謡に所作を付けて掛け合いを演じる簡単なものから始ま

り（滬劇では「対子戯」と称する）、次第に人数が増え上演演

目の内容も複雑化していく（同「同場戯」）。これは地方劇発展

の典型的パターンを踏襲しており、数は少ないものの、民国期

の新聞・雑誌記事や随筆類、さらに俳優の回顧録から上演形態

の変遷を大枠でトレースすることが可能である。また上演内容

の複雑化と、茶園から遊楽場、そして専門劇場への進出という

上演場所の大型化は完全にパラレルな関係にあるが、『申報』

のような大規模新聞から小報（遊楽場自体が発行するケースも

多い）まで多種多様な舞台広告が、俳優の名前をはじめ、のち

には演目名などに関する豊富な情報を提供してくれる。また、

こうした記事や広告には、この地方劇の名称が清末の花鼓戯・

東郷調（浦東）という俗称から、本灘（「本地灘簧」の略）、申

曲（1910 年代中盤～）、滬劇（1940 年代～）と各年代ごとに

変遷していく様子が明確に記されている。上演テキストとして

は、おそらく民国初期のものと思われる唱本や、1930 年代の

『戯考』型歌辞集（全本ではない。多くは他の劇種と合訂）が

残存しており、上海図書館の近代文献部（唱本は古籍部所蔵）

などで見ることができる。また半世紀前と情報は古いが、「呉
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語研究書目解説」（小川環樹他編、『神戸外大論叢』第３巻第４

号、1953 年２月）を見る限り、本邦でも唱本類の所蔵は期待

しうる。

このようにある程度の材料は存するものの、強い通俗的イ

メージや海派文化自体に向けられた偏った視線などの影響で、

滬劇に関する学術的研究は中国においても極めて少ない。確か

に、同一エリア内で演じられる他の劇種……例えば、崑曲の文

学性、京劇の様式性のような特筆すべき項目は存在しない。特

に、同様に 1930 ～ 40 年代に飛躍的な発展を遂げた劇種であ

る越劇と比較した場合、上演団体の分布ひとつを見ても、越

劇が呉方言地域のみならず、江淮官話圏・福建あたりまでカ

ヴァーしているのに対し、滬劇はせいぜい蘇州（現在劇団は存

在しない）止まりであり、席巻力には明白な差があるように見

える。しかしこれは逆に、上海という都市を離れては成り立ち

がたいという滬劇の独自性を物語っている。この地に生きる中

国人の多くは、初めから「モダン都市・上海」に住んでいたの

ではない。ある者は親や祖父母の世代に、ある者は自分自身

が、周辺の農村や都市からチャンスを求めてこの新興都市に集

まってきた。そして、めまぐるしく変貌するこの街で体験した

日常のできごと、センセーショナルな事件、外国から様々な媒

体を通じ入ってきた物語、そして時には別の芸能の出し物など

を、自分たちの普段着のことば・上海語を用い、地元のうたに

乗せて演じるのが滬劇の舞台なのである。

周氏が繰り返し述べることだが、滬劇最大の特徴は、同時代

の潮流に乗り、観客のニーズに即応しうる柔軟性と現代性をど

の劇種より自然な形で備えていることにある。実際、近年さか

んに取り上げられる民国期上海都市文化を体現するものの一つ

として、滬劇のこの特殊性はより注目されてしかるべきであ

る。他の伝統演劇や文明戯・話劇・映画との影響関係、先述し

た上演空間に関する諸問題、メディアの発展との関連性、地域

エリートの活動との相関性など、私たちが提起しうるテーマに

限っても十分に開拓の余地があり、且つ豊かな収穫の可能性が

あることをここでは述べておきたい［注１］。

注１	 滬劇に関する研究成果として、
江南プロジェクト構成員には
以下の論考がある。
三須祐介「『申曲日報』につ
いてのノート」中国都市芸
能研究第一輯　2002 年７
月

「「現代戯」としての滬劇の
起源」季刊中国第 76 号　
2004 年 3月

藤野真子「初期滬劇上演資料
初探」富山大学人文学部紀
要第 38号　2003 年３月
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＊

最後にこの文章が生まれた経緯について、若干説明をしてお

きたい。

周氏は演劇愛好者であり、もちろん地方劇研究者でもあるが、

我々は彼の上海市文化局における高級幹部としてのポジション

に注目している。従来、伝統劇に関する文章の多くは、俳優・

演出家など劇団関係者、および演劇研究者によって著されてき

た。また、建国後の「戯改」に関しては、近年『新中国地方戯

劇改革紀実』（中国文史出版社、2000 年）のような書籍が世

に問われている。しかし、周氏のようなポジションで劇団の上

演活動を管理・指導した人物による記述というのは、管見の限

りさほど多くない。ともすれば政治的なバイアスがかかりがち

な立場ではあるが、演劇そのものを愛し、現場の舞台人との交

流も深く、彼らの経歴や環境に十分な理解を持つ氏の叙述にお

いて教条的・画一的な色彩は比較的薄く、これまで建国後の文

芸政策に対して我々が抱きがちであったイメージとは趣を異に

する。滬劇をはじめとする上海の伝統演劇と周氏との関わりに

ついては、氏へのインタビューを通じ、後日さらに詳細な情報

を紹介する予定である。

一方、抗日期から内戦期、人民共和国建国期を経て、さらに

は文化大革命・改革開放まで激動の時代を生き抜いた一人の知

識人として、周氏の経歴には極めて興味深い点が多々ある。特

に抗日戦争終了後、松江県から出奔して上海の大学に進み、か

つ新国家建設への早急な参加を求められ繰り上げ卒業したとい

う部分は、ある知識青年の人生における一大転換点として、非

常に面白く感じられた。今回この文章を依頼するにあたり、周

氏は「自分のような平凡な人物の伝など他人が読んでもつまら

ないだろう」と繰り返し謙遜したが、有名人でも特殊な立場の

人間でもないごく普通の知識人が、どのような環境のもとに成

長し、新中国の建設にいかなる心境で臨んだのかという一つの

例として、是非世に問うてみたいと思った次第である。

今回は本誌の読者層を鑑み、日本語訳はせず原文のまま掲載

することにした。ただし一部のタームについては、三須氏およ
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び筆者が簡単な注釈を付した［注２］。また、今回は諸般の事情

により、人物については滬劇関係の物故者、演目については同

じく滬劇における主要なものに各々限定した。いずれ他の形で

この文章を出版する折には、完全なものとしたい。掲載された

写真は全て 2004 年 9 月に三須氏および筆者が現地で撮影し

たものである。

最終章に記されているように、周氏は重病を患い、一時は生

命も危ぶまれるような状態であった。体調が万全ではない中、

我々の無理な願いを聞き届け、この文章を記してくれた氏に深

い感謝を捧げたい。また、父上の病状を気遣いながらも、多忙

な中メールでの連絡を仲介してくださった子息の周靖南氏に併

せて感謝の意を表したい。

最後に周良材氏の主要な業績目録を以下に挙げておく。興味

のある方は是非一読されたい。

主要作品目录：

一、	论文：
1.《赋传统题材以新意》（《美术》1978年第 2期）
2.《应该承认 ?应该允许 ?应该相信》（《上海文化艺术报》1985年
7月 12日）

3.《海派艺术与西装旗袍戏》（《上海戏剧》1986年第 3期）
4.《百年沪剧话沧桑》（《戏曲菁英（下）》上海人民出版 1989年）
5.《解放初期沪剧界活动摭拾》（《上海文化志通讯》1991年第 12

期）
6.《现代帮会与海派戏曲》（《上海艺术家》1994年第 2期）
7.《从票友起源说开去》（《上海老年报》1997年 2月 28日）
8.《尊重历史		端正文风》（《上海戏剧》2000年第 8期）
9.《京剧大师周信芳》（《战斗在大上海》东方出版中心出版 2004

年）
10.《滩簧戏与时代潮流》（《中华艺术论丛（2）》上海辞书出版社

2004年）

二、	剧本：
越剧本《镬底田》1974年上海越剧院演出

电影剧本《黑水帮》（与人合作）《电影创作》1983年 7期	北京电影

制片厂出版

注２	 注釈を付けるにあたっては、
以下の文献を参考にした。
１．『中国戯曲志・上海巻』
（ 中 国 ISBN 中 心 出 版　
1996 年）

２．汪培・陳剣雲・藍流主編
『上海滬劇志』（上海文化出
版社　1999 年）

３．上海戯曲志上海巻編輯部
編『上海戯曲史料薈萃』第
二集「滬劇専輯」（内部発
行　1986 年）

４．中国人民政治協商会議上
海市委員会・文史史料委員
会編『戯曲菁英』下（中国
人民出版社　1989 年）

５．趙潔編『新編滬劇小戯
考』（上海文化出版社　
2004 年）
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文革期におけるスタニスラフ 
スキーシステム批判初探

－革命現代京劇と「人間」のいない舞台

平林　宣和

はじめに

高義龍、李暁（1999）は、革命現代京劇を含む一連の戯曲

現代戯を、「中国共産党の直接の指導のもと、革命的理論に

よって武装し、新しい人物、新しい世界を戯曲の形式によって

描く」ものと定義し、それまでの時装戯、改良戯とは明確に区

別している。これら戯曲現代戯が、延安時代以来建国後にいた

るまで一貫して追求してきたのが、プロレタリア階級の英雄人

物を舞台上にどのように形象化するか、という課題であった。

この課題の直接の原点となるのは、1942 年 5月に発表され

た毛沢東の『文芸講話』である。さらに建国後の中間人物論批

判（1964）を核とする一連の文芸黒線批判（1966）、また文

革開始後に既存の様板戯から帰納する形で打ち立てられた三

突出理論（1968）なども、英雄人物の造形にそれぞれ一定の

役割を果たしてきた。今日我々が様板戯 [注 1] の記録映画で目

にする、神々しくもまた著しく内面的奥行きを欠いた一連の英

雄人物たちこそ、この課題を最も先鋭的に具現化したもの、と

いってよいだろう。

これら英雄人物の形象については、これまで主に文学研究の

領域で、その前提となる文芸理論、および劇作中の人物形象

の変遷に関する研究が進められてきた [注 2]。また近年におい

ては、牧、松浦、川田（2002）が、「翳りなき身体」というこ

とばでその身体性の一側面を記述している。前者は主に文字に

よって表現される物語ないし人物設定というレベルを扱い、一

方の後者は劇作に基づく俳優の演技によって舞台上に現れる英

雄人物の形象というレベルを主要な論及の対象としている。

※	 本研究は、2003 － 2004 年
度科学研究費補助金萌芽研究
「革命現代京劇における人物
形象とその身体」（課題番号
15652011）の研究成果の一
部である。

注 2	 関（2001,2002）および吉
田（2004） は、 そ れ ぞ れ
『白毛女』、『紅灯記』の台本
の変遷を、複数の版本を追跡
調査しつつ論じている。

注 1	 小論は本来、様板戯の中の革
命現代京劇を論究の対象とし、
両者を別のカテゴリーとして
扱っているが、文脈によって
特に問題が生じない場合は、
様板戯という総称も並行して
使用している。
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小論では、文革中の 1969 年に始まったスタニスラフスキー

システム批判を検証することにより、俳優の演技術のレベルに

おいて、革命現代京劇の英雄人物の形象を成り立たせている組

成を析出し、そこにどのような原理が導入されているのかを明

らかにしたい。ただしスタニスラフスキーシステム批判を専ら

に扱った先行研究は管見の及ぶ限り見当たらず [注 3]、小論は

あくまでおおよその輪郭を描く初探レベルのものであることを

あらかじめお断りしておく。

１、スタニスラフスキーシステム批判前史

スタニスラフスキーに関する情報は、民国初期の 1916 年に

すでに中国にもたらされている（馬俊山、2003）。その後、著

作の翻訳が 1937 年から鄭君里によって開始され、一方でスタ

ニスラフスキーシステム（以下スタシステムと略称）も同時

期の俳優養成に部分的に採用されてきた。さらに新中国建国初

期には、ソビエトから複数の専門家を招いて国内の人材育成が

集中的に進められており、スタシステムはやがて演劇界の「聖

典」として揺るぎない地位を占めるに至っている。

そのスタニスラフスキーが文革開始後最初に批判の対象と

されたのは、「林彪同志が委託し江青同志が開いた舞台の文

学芸術活動座談会紀要」、いわゆる「紀要」においてであった。

1966 年 4 月 10 日に内部伝達され、翌 1967 年 5 月 29 日に

全文が公表されたこの文章のなかで、スタニスラフスキーはソ

ビエトのブルジョア階級民主主義者の一人として取り上げられ

ている。ただし名前が挙げられているのは全文中わずか一箇所

のみで、しかも個別に論及されているわけではなく、この時点

では本格的批判の対象にはなっていなかった、といってよいだ

ろう。

それがより大規模な批判活動へと展開していく発端となった

のが、『紅旗』第 6-7 期（1969）に発表された、上海革命大批

判小組「スタニスラフスキー「システム」を評す」という文章

である。この文章は序文および四つの章で構成されており、冒

頭でスタニスラフスキーをブルジョア反動芸術権威と断じ、ス

注 3	 瀬戸（2000,183 頁 お よ び
192 頁）に、批判開始から
名誉回復に至るまでの若干の
言及がある。
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タシステムの骨格を成す「自己」、「種子論」、「無意識」の三点

を主な対象として批判を展開している。これ以降様々な媒体で

スタシステム批判が展開されるが、今回はまずその口火を切る

形になった上述『紅旗』掲載の文章を検証の対象としたい。以

下その骨子を、原文翻訳を要約した形で示すことにする。

２、スタニスラフスキーシステム批判要旨

序文 [ 注 4]

スタニスラフスキーはブルジョア反動芸術権威であり、スタ

システムは、帝政ロシア時代に形成された文化麻酔政策の産物

である。そして建国後の中国において、スタシステムは社会主

義演劇理論という衣をまとい、ついには演劇界の「聖典」と化

した。ソビエト修正主義がマルクス主義的であると讃える現代

修正主義文芸理論の一つ、スタシステムを批判することは、プ

ロレタリア演劇戦線における重要な任務である。

一、労農兵から出発するか、それとも「自己から出発」するか

スタシステムの中核は「自己」である。俳優はどのような役

を演じるのであれ、常に自己から出発しなければならない。自

己とはすなわちスタニスラフスキーが代表する搾取階級の内面

的世界であり、これは徹頭徹尾ブルジョア階級を賞賛する反マ

ルクス主義的観点である。階級社会においては、抽象的な、階

級を超越した個人というものはなく、また抽象的な、階級を超

越した文学芸術というものもない。スタシステムの言う自己＝

個人は、プロレタリア階級の革命演劇とは相容れないものであ

る。

ブルジョア階級の知識人が「自己から出発」して、労農兵を

演じられるか？それは不可能である。たとえ労農兵出身の俳優

であっても、必ずやそれを演じるための再教育を受けなければ

ならない。俳優がこれら人物形象の演じ方を探索する過程は、

英雄的人物を理解し、学び、賞賛し、さらに自己の世界観を改

造するプロセスなのである。

スタニスラフスキーの「自己から出発する」という理論は、

反革命分子胡風の「自己の拡張」と同様、ブルジョア階級およ

注 4	 各章のタイトルのうち「序
文」、および以下四章のタイ
トルにつけられた数字は、便
宜上筆者が書き加えたもので
ある。
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び搾取階級の極端に利己主義的な生活目標の表れである。文芸

工作者は「自己から出発する」という反動的な文芸観を徹底的

に放棄すべきだ。革命様板戯が偉大な労農兵の英雄を表現し、

造形し、賛美することが、そのまま反動的自己表現に対する強

い批判となるのである。

二、階級論か、それとも「種子論」か？

ブルジョア階級の最大の虚偽は、彼らの醜悪な世界観が全人

類共通のものだと言い張ることであり、スタシステムもこの考

え方を基盤としている。スタシステムは、すべての人間の精神

には善と悪の「種子」があり、俳優のもっとも重要な任務は、

登場人物の中に自分の精神と相通ずる種子を発見し、それを育

てていくことにほかならない、と主張する。この「種子論」は

ブルジョア階級の人間性論であり、マルクスレーニン主義の階

級論とは正反対の立場に立っている。マルクスレーニン主義は、

階級の存在と階級闘争は階級社会のあらゆる現象の根源である

と考える。プロレタリア階級は恐れることなく自己の意識形態

が階級性、政党性を持つことを言明できるのだ。江青同志が率

いる革命文芸工作者達が創作した様板戯は、超階級的「人間性

論」に対する最も具体的かつ強力な批判である。

スタシステムはさらに、善玉を演じるときはその欠点を探し、

悪玉を演じるときはその長所を探すべきだと主張する。である

なら、鳩山や座山雕のような悪玉に善良な一面を見出さなけれ

ばいけないのか。また李玉和や楊子栄などの英雄人物から悪い

ところを探さなければならないというのか。これでは搾取制度

を賞賛する体系と言わざるを得ない。様板戯のなかの崇高で輝

きに満ちたプロレタリア階級の英雄人物の形象、および醜悪で

矮小な反革命分子の形象は、すべて「種子論」に対する強力な

批判なのである。

三、意識的な宣伝か、「無意識の創作」か？

二十世紀ブルジョア階級の思想文化領域における没落は、

「人間性論」を推奨したことだけではなく、さらに反理性的

「無意識」を露骨に宣揚したところに典型的に現れている。無

意識学説は、人間の活動は動物の生理的な本能の現われだと考
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えるが、これを発明したのは最も下卑た、最も反動的なフロイ

ト心理学であった。スタニスラフスキーは、無意識的創作を如

何に自然に惹起するかが、システム全体の真髄であると書いて

いる。彼に言わせれば、「理性は無味乾燥なものである」。科学

的理性を否定し、ヒステリックな無意識を強調するこの演技論

は、飽食に明け暮れるブルジョア階級の、官能を追い求め、さ

まざまな方法で社会の真実と階級闘争とを否定し覆い隠そうと

する寄生虫的生活の要求を、十分に満足させようとするもので

ある。

ブルジョア革命は当初理性を標榜していたが、やがては理性

に反対し、理性を恨むようになった。ブルジョア階級の文化

芸術は、これにしたがってリアリズムから神秘主義、印象主義、

さらには各種前衛芸術の袋小路にはまり込んだのである。自己

から出発し、二面性を持った種子を培養し、無意識的な創作に

到達するという公式によって組み立てられた「システム」は、

一種の「理性」といえなくはない。しかしながら彼自身はこの

自分の財産を無味乾燥とは言わないばかりか、「このシステム

はすべての民族によって活用可能である」と豪語している。し

かしプロレタリア階級と革命人民からすれば、これこそ徹底的

に無味乾燥なものであり、スタニスラフスキーの言う「無意識

的創作」は、人を騙す戯言である。各階級の文芸領域内での各

種表現は、従来からすべて明確な政治的目的を持っており、す

べて意識的な政治宣伝であって、決して「無意識的な創作」な

ど存在しないのである。

四、文化戦線におけるプロレタリア階級専政を強化する

文化領域におけるブルジョア階級の専政は、必ずや政治経済

レベルでの資本主義の全面的復興を招来する。それゆえ、プロ

レタリア階級が政権を奪取した後、たとえすでに生産手段所有

制に対して社会主義的改造を加えていたとしても、もし文化大

革命を実行しないならば、最後には文化領域における主導権は

おろか、プロレタリア階級および労働人民すべての生存権をも

失うことになるのである。我々が毛沢東思想の偉大なる赤旗を

永遠に掲げるためにも、演劇およびすべての文化領域において
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革命を徹底させ、毛主席のプロレタリア階級文芸路線、および

様板戯を代表とするプロレタリア革命新文芸に、文芸の領域に

おいてその陣地を恒久的に占領させなければならないのである。

３、スタニスラフスキーシステム批判の意味

以上が 1969 年に『紅旗』誌上に発表されたスタシステム批

判の骨子である。文革開始後三年を経てのスタシステム批判の

出現にはいささか唐突な印象があるが、この当時は珍宝島事件

を発端として中ソ間の緊張関係が戦争勃発寸前にまで高まって

いた時期であり、こうした時代背景もおそらくは批判出現の大

きな要因となっていただろう。またソビエト修正主義批判は本

来文化大革命の主要目的の一つであって、そのソビエトとの対

立が深まった以上、反修正主義文化の代表である様板戯と対照

をなす形でスタシステムが批判されるのは、自然な成り行きで

あったと思われる。

こうした脈絡を考えると、『紅旗』誌上のスタシステム批判

は、文革期に書かれた文章の多くがそうだったように、ことの

起こりからして正に批判を前提とした批判であったといってよ

いだろう。事実スタニスラフスキーやフロイトに対する一方的

断罪、あるいは個人や自己についての言及を単純に利己主義と

置き換えたり、無意識を動物の生理的本能の現れと解釈したり

するなど、文中は難癖同然の乱暴な理屈に満ちており、正当に

取り扱う価値の無い議論が大半を占めていることは否定できな

い。

とはいえ、第三章で述べられているように、自己から出発

し、二面性を持った種子を培養しつつ、さらに無意識的な創造

に到達する、というスタシステムの一連の公式を真っ向から否

定する点において、批判の論旨が一貫しているのは確かである。

翻って彼らがどのような前提の下に英雄人物の形象を作り出そ

うとしているか、その原理は極めて明瞭に言語化されていると

いっていいだろう。

俳優は自らの個人的記憶と演じられる登場人物の持つ善悪の

種子とを練り合わせ、無意識の創造過程を経て舞台上の人物形
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象を創り出していく、というのがスタシステムの描く演技の基

本的な設計図であった。一方でスタシステム批判は、人物形象

の創造プロセスから自己、種子、無意識といったいわゆるブル

ジョア的な不確定要素を一切排除し、俳優個人の経験や創造性

の入り込む余地のない公式化された人物形象しか原理的に認め

ていない。舞台上に存在を許されるのは、階級の絶対性と意識

的政治宣伝のみを根拠とし、隅々まで革命的理論によって制御

された「崇高で輝きに満ちたプロレタリア階級の英雄人物」だ

けなのである。

スタシステム批判は、ソビエトとの対立激化を時代背景とし

つつ、「様板戯を代表とするプロレタリア革命新文芸」が「演

劇およびすべての文化領域において革命を徹底」させるために

生まれた、先鋭的かつ極端な演技論だったといえるだろう。

まとめ

ここまでスタシステム批判の要旨、およびそれが提出した原

理的な意味を一通り眺めてきた。スタシステム批判が攻撃の対

象とした自己や個人、普遍的人間あるいは無意識といった概念

は（最後の無意識のみ少し範疇が異なるが）、すべて西洋近代

が作り出した「人間」概念の根幹をなすものである。これら諸

概念は、中間人物論批判、三突出理論など、既存の文芸理論に

おいても部分的に否定され、各種芸術への浸透を封じられてき

た。その点からすれば後発のスタシステム批判も、こうした文

芸理論の一バリエーションに過ぎないと言えなくはない。

しかしながら従来の文芸理論は、演劇を含む文学芸術全般を

対象としており、演劇にのみ特化されたものではなかった。一

方のスタシステム批判は直接に演劇、しかも演技術のレベルを

標的とし、俳優が人物形象を創造するプロセスから上述の「人

間」概念を一律に排除することを目指している。結果、スタシ

ステムとは対照的な位置に身を置く様板戯の舞台には、我々が

通常考える近代的「人間」は原理上誰一人として存在しえなく

なった。様板戯では数多くの闘争、戦闘場面が描かれるが、そ

こに厳密な意味における内面的葛藤は存在せず、最終的にすべ
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ては定められた公式に則って進んでゆく。冒頭で述べた「神々

しくもまた著しく内面的奥行きを欠いた一連の英雄人物」の形

象は、その組成の中にこのような原理を組み込んでいるのであ

る。

スタシステム批判はそれまでの文芸理論の論点を引き継ぎつ

つ、それを俳優の演技のレベルで明確に言語化した、一種の総

括的言説といえるだろう。とはいえ当時の中国の劇界、特に伝

統演劇の世界において、このスタシステム批判がどの程度理解

され、また厳密に履行されていたか、現時点では定かではない。

すでに創作されていた様板戯の上演に、後発のスタシステム批

判がどの程度影響を及ぼしていたかという点についてもまた検

証を必要とするだろう。1967 年 5月の『文芸講話』二十五周

年に際して一連の様板戯が確定した後も、その改編が引き続き

行われていた事情を考えれば [注 5]、そのプロセスにスタシス

テム批判が影を落としている可能性はあると考えられるが、こ

の点は今後の課題として取り組んでいきたい。
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前二者の間には変化が無いの
に、1970 年の台本では英雄
人物達の輪郭がさらに明確な
ものになっていると指摘して
いる。
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牧陽一、松浦恒雄、川田進
2002『中国のプロパガンダ芸術』岩波書店

山田善靖（編）
1976『久保栄演技論講義』三一書房

吉田富夫
2004「『紅灯記』移植と文化大革命」、『アジア遊学　特集文化大革
命再検討』勉誠出版

吉田富夫、萩野脩二（編著）
1994『原点中国現代史第５巻　思想・文学』岩波書店

劉文兵
2003「集団ヒステリーの身体表象　文革期中国のプロパガンダ演
劇とその映画化」、『表象文化研究２』東京大学大学院総合文化研
究会超域文化科学専攻表象文化論

戴嘉枋

1995『样板戏的风风雨雨 : 江青・样板戏及内幕』知识出版社

高义龙、李晓

1999『中国戏曲现代戏史』上海文化出版社

马俊山

2003「论斯坦尼体系对中国话剧现实主义的演剧体系的影响」、『大

戏剧论坛』第一期、北京广播学院出版社

ダンチェンコ，ニェミロビッチ
1953『モスクワ芸術座の回想』早川書房

バーカー，フランシス
1997『振動する身体－私的ブルジョア主体の誕生』ありな書房

ベネディティ，ジーン
1997『スタニスラフスキー伝　1863-1938』晶文社
2001『演技－創造の実際　スタニスラフスキーと俳優』晩成書
房

『紅旗』については、オリジナルの雑誌原本、および『紅旗・求是雑誌
電子版合訂本（1958-1995）』（紅旗出版社）を参照した。

※	2004 年 8月 4日に開催された京劇史研究会例会（会場：大阪市立大
学）および 2004 年 9月 1日に開催された中国都市芸能研究会例会
（会場：北京大学）において、各会構成員の方々から小論に関する貴
重なご意見をいただいた。この場を借りて御礼申し上げたい。ただし
言うまでもなく、小論の至らないところはすべて筆者の責任に帰すも
のである。
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中国都市芸能研究会叢書発刊のお知らせ

中国都市芸能研究会では、これまでの約十年にわたる研究活動を通じて、さまざまな研究成果や資料を収集

してきました。それらの資料には、例えば、現地研究者の演劇研究に関する草稿や台本、芸人の著述といった、

一定の資料的価値を有しながらも中国国内では出版が困難な資料が多く含まれています。また、研究会の同人

による翻訳・学位論文・資料目録などの研究成果も蓄積されています。こういった研究成果の公開を進める目

的で、本研究会ではあらたに「中国都市芸能研究会叢書」を、好文出版のご協力のもと発刊しました。

学術書というものは、とかく高い価格で販売されがちです。しかし、学生や一般の愛好家などを含めたより

多くの読者に読んで頂くには、価格は安いにこしたことがありません。このため、本叢書では、ハードカバー

は採用せず、A5判・ソフトカバーとし、価格も極力 3,000 円以内に収める方針です。

2004 年にはその第一冊目として、北京皮影戯の老芸人であり、本研究会の北京皮影戯研究にご協力頂いた

劉季霖氏作の『影戲説－北京皮影戲之歴史、民俗與美術』（中国語）を刊行しました。劉氏の経験と見聞に基

づき、中国皮影戯の歴史と地域ごとの特性、お

よび北京皮影戯の形成史・音楽・台本・上演風

俗などについて、図版・楽譜・台本などを交え

て解説したものです。現在絶滅の危機に瀕す

る北京西派皮影戯の全貌を詳細に記録した資料

としても、重要な意味を持つものと思われます。

お近くの中国書籍専門店にてお買い求め下さい。

今後も中国都市芸能研究会叢書からは、研究

会会員の著作、現地研究者の論攷、資料目録、

翻訳などの刊行が予定されております。ご期待

くださいませ。

中国都市芸能研究会叢書 01 

影戯說
❖劉季霖著 

❖ A5 判 /208 頁＋カラー口絵 8 頁 

❖好文出版 

❖￥2,800+ 税 

❖ ISBN4-87220-079-9 C307 
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2003 年度
廈門・泉州寺廟調査報告

二階堂　善弘

はじめに

中国の民間信仰研究においては、台湾における事例を取り上

げる場合が多い。これは大陸などで行われにくくなった廟会

や、各種の宗教行事が旧時と同じように行われているからであ

ろう。もっとも実際には台湾の廟については、福建に由来す

るものが大半を占めており、かなり地方性が強い。例えば、媽

祖・王爺・保生大帝・清水祖師といった台湾において著名な神

は、元来は福建地方において信仰されていたものである。そ

のため、福建と台湾の民間信仰は表裏一体と言えるほど密接な

関係を持つのであり、台湾の民間信仰を理解するためには、福

建の宗教の状況についても調査する必要がある。筆者はこれま

でも台湾の民間信仰について、幾つかの考察を行ってきたが	
[ 注 1]、これまで福建地方には足を踏み入れる機会が無かった。

その後 2004 年 2 月 19 ～ 23 日の期間、ようやく福建地方の

南部を訪れることができた。残念ながら業務の都合上長い時

間は訪問できず、廈門と泉州の若干の廟宇を目睹し得ただけで

あったが、得るところも多かったので、以下にて若干の報告を

行いたい。

１．廈門・泉州の寺廟

台湾における民間信仰の多くは、福建地方からもたらされた

ものである。媽祖や王爺や保生大帝などの神が福建起源の神で

あることは、いまさら指摘するまでもないであろう。のみなら

ず、関帝や玄天上帝といった中国全土で祭られる神が台湾に入

る際も、福建を経由して流入しているのである。そしてこれら

の神々の廟があった場所は、すなわちある特定の地方の出身者

注 1	 拙稿「台湾新荘市の寺廟に
ついて」（『コミュニケーシ
ョン学科論集・茨城大学人
文学部紀要』第 5号・1999
年）115 ～ 129 頁、及び拙
稿「台北保安宮と保生大帝」
（『コミュニケーション学科論
集・茨城大学人文学部紀要』
第 7 号・2000 年）55 ～ 63
頁などを参照。

＊	 この調査は、2002 ～ 2004
年度学術振興会科学研究費・
基盤研究 B「斎醮の研究」
（課題番号 14310010・研究
代表者小林正美）によるもの
である。
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「分香」と呼ばれる行為を通じて信仰を伝播させていく。台湾

の多くの廟が福建の廟を「祖廟」として扱うのは、このような

経緯を経ているからである [注 3]。当然ながら、福建と台湾の

廟にはその形態において類似性が高い。また、人々の生活に廟

が密着しており、至る所に廟が存在するという点も台湾と似て

いる。

廈門は早くから港として発展したところであるが、元来は同

安県に属する。廈門の南方が漳州であり、北側には泉州が位置

する。現在の泉州市には、恵安・南安・安渓・晋江などが含ま

れる。台湾の諸廟にはこれらの諸県から分香してきたものが多

い。

２．南普陀寺（廈門）

南普陀寺という名称は、観音菩薩の道場として有名な普陀山

にちなんで名付けられたと思われる。唐代より存し、その淵源

注 2	 荘芳栄『台湾地区寺廟発展
之研究』（中国文化大学史学
研究所博士論文・1987 年）
27頁。

注 3	 林国平『閩台民間信仰源流』
（福建人民出版社・2003 年）
248 頁。

南普陀寺

南普陀寺後部の庭園

たちの居住区を示すものであった。

台湾の民間信仰は、特に福建南部との

結びつきが強い。例えば、泉州の安渓県

の出身者たちは清水祖師を信奉し、漳州

の出身者は開漳聖王を祭り、泉州の恵安

県から来た者は霊安尊王を信奉し、泉州

同安県より来た者は保生大帝を祭祀する
[注 2]。

一般に民間信仰の廟は、主に「分身」

は宋代に遡るというが、現在のような大

伽藍が形成されたのは、清の康煕年間で

あるとされる。寺院の構造自体は、天王

殿・大雄宝殿・蔵経閣・方丈といった一

般的なものである。この寺の特色として

知られるのは、むしろ寺院の後部に存在

する奇岩群である。
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３．天后宮（泉州天后路）

天后路の天后宮は、媽祖を祭祀する廟

としては、非常に古い由来を持つとされ

る。その創建は南宋天慶年間であるとい

う。広大な面積を有しており、広い山門

の後ろには戯台がある。

明永楽年間に西洋への航海を行った鄭
天后宮

注 4	『泉州宗教大観』（中国新聞出
版社・2003 年）57頁。

開元寺のレリーフ

和がここに詣でたと言われる。鄭和は航海中に媽祖の庇護を受

けたとされ、その感謝の意を込めてこの廟を改築したとされる。

清代においても引き続き改建が行われた [注 4]。

なお正殿の祭神は、媽祖を中心として順風耳・千里眼、また

その両側には広沢尊王と中壇元帥を祭祀していた。

４．開元寺（泉州西街）

唐代武則天の時代に創建されたという伝承を持ち、千三百年

の歴史があるとされる寺院。もと興教寺・龍興寺という名称

であったものが、玄宗の開元年間に開元寺と改名されたという。

現在でも広大な伽藍を有する [注 5]。

但し、現在ある建物の多くは、明崇禎年間に鄭芝龍によって

改建されたものであるという。中でも特筆すべきは、東西に

ある二つの石塔で、石塔としては中国でも最古層に属し、南

宋期のものである [注 6]。一般に中国の寺院は、山門・天王

殿・大雄宝殿という構造を持つが、古い遺構を持つ寺院では

異なる配置を持つ。この開元寺でも、本来天王殿は無かった

と思われる構造を残す。

開元寺のもう一つの特色としてはヒンドゥー教の影響が挙

げられる。ヒンドゥー神話のモチーフを持った幾つかのレ

リーフが本殿の後部の石柱部分に残されている。

５．関岳廟（泉州涂門街）

関岳廟は、また「通淮関岳廟」とも呼ばれ、泉州の町の中

心部にある関帝廟である。現在は関帝と岳飛を祭るが、元来

注 5	前掲『泉州宗教大観』27頁。
注 6	陳鵬鵬主編『泉州文物手冊』
（泉州市文物管理委員会編・
2000 年）53頁。
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ぐ隣にある。

６．宝海宮（泉州大橋下）・富美宮（泉州万寿路）

宝海宮は泉州大橋の真下に位置する。外見上は一般の廟に見

えるが、中身は仏菩薩を祭る寺院である。その来歴は古く、北

は関帝のみを祭祀したものであった。岳

飛を併祀するようになったのは民国期か

ら。この廟の正確な創建年代は不明。但

し、明の嘉靖年間の重修を経ているとの

ことから、明代にはすでに存在したもの

と推察される [注 7]。

関帝の人気を反映してか、また町の中

心部にあるためか、極めて多くの参拝者

がいた。なお、中国における最も古いイ

スラム寺院である清浄寺は、この廟のす通淮関岳廟

注 7	 前掲『泉州宗教大観』58頁。

注 8	 前掲『泉州文物手冊』121 頁。
注 9	 前掲『閩台民間信仰源流』
133 頁。

注 10	前掲『泉州宗教大観』61頁。

宋に遡るとされる。長らく荒廃したまま

放置されていたのを、1980 年代に宗教

施設として復活させたとのことである
[注 8]。

富美宮は王爺廟である。

小規模な廟ながら、閩台地区の王爺廟

の「総廟」との称がある [注 9]。ここで

は蕭王爺を祭る。蕭王爺とは漢の太傅で

あった蕭望之のことである。これも、元

来蕭王爺の信仰があって蕭望之が付会さ

れたものであるのか、それとも、もとも

と蕭望之の信仰があったのかは不明であ

る。併祀されているのは、張巡・許遠な

どの元帥系の神である。富美宮は明の正

徳年間の造と伝えられるが、清の光緒年

間に現在の位置に移築された [注 10]。

宝海宮

富美宮
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７．泉州府文廟（泉州中山路）

広大な面積を有する孔子廟である。現

在ではこの周囲全体を公園のような形に

整備している。ただその歴史は古く、今

の位置に移されたのは宋の太平興国年間

とされる [注 11]。木主ではなく、孔子の

像を祭る。

８．県城隍廟（泉州）・府城隍廟（泉州）

県城隍廟と府城隍廟は、いずれも城隍神を祭祀する。双方と

も訪ねた時は修理中であった。県城隍廟は中学校の中にあり、

府城隍廟は、団地敷地内の奥に位置しており、いずれも非常に

探しにくい所にあった。

泉州孔子廟

元来は山門、前殿、中殿を擁する広大

な建築であったらしいが、現在では後殿

を残すのみである。また門外に麒麟壁が

あったとされるが、これは現在開元寺の

中に移築されている [注 12]。

９．元妙観（泉州東街）・東岳廟

（泉州）

泉州元妙観は、中国の各所にある元妙

観と同じく、宋の大中祥符年間に天慶観

とされ、その後玄妙観と改名されたもの

である。清朝においては「玄」の字を

避けて「元」妙観となる。蘇州玄妙観は、

後にその名称を元に戻したが、泉州元妙

観はそのまま元妙観となった。ただ来歴

は古く、西晋代に遡るという [注 13]。

訪れた時はここも改築中であった。た

だ繁華街にも近く、便利なためか参拝客

府城隍廟

泉州元妙観

注 11	前掲『泉州文物手冊』64頁。

注 12	前掲『泉州宗教大観』62頁。
注 13	前掲『泉州宗教大観』55頁。
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が多かった。三清殿では中心に三清を祭

り、その脇に東華帝君と西王母を祭祀す

る。

泉州東岳廟は、また東岳行宮とも呼ば

れる。宋代に創建され、明の万暦年間に

重修されたとする。本来は「青帝」を祭

祀したものであった。この青帝が東岳大

帝を指すと解釈されたようだが、これに

泉州東岳廟 ついてはやや疑問もある。文革期にかなり破壊を蒙ったようで、

現在は正殿だけが残されている [注 14]。

10．白耉廟（泉州）・花橋慈済宮（泉州中山路）・

二郎廟（泉州崇福路）

白耉廟は府城隍廟の近くにある小廟であるが、特異な廟であ

る。開元寺にもヒンドゥー教の影響が見られるが、この廟は元

来ヒンドゥー教の廟であったようだ。但し、その特色は徐々に

薄れていったようで、現在は一般的な中国の廟と変わりない。

「白狗廟」というのがその俗称である。主神はすなわち「毗舎

耶」神である。また楊六郎・玄天上帝・田都元帥を併祀すると

いう、かなり興味深い祭神の構成を持つ。現在の建物は 1990

年代に整備されたものである [注 15]。

花橋慈済宮は、街の中心部にある小廟で、保生大帝を祭る。

来歴は古く、南宋紹興年間の建であるとされる。この廟は保

生大帝が生前に医業を行っていた場所であるとされ、「真人所
白耉廟 居」の額が存する。

現在の建物は民国期に建てられたもの

が中心になっているが、実際には 1985

年に重修された。後部には医薬の神保生

大帝にちなんで診療所が併設されている
[注 16]。

二郎廟は二郎神を祀る廟であるが、そ

の詳しい来歴は不明である。ただ、この

注 14	前掲『泉州宗教大観』66頁。

注 15	前掲『泉州文物手冊』124 頁。

注 16	前掲『泉州文物手冊』117 頁。
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一帯を二郎巷と称しており、その淵源は

古いようである。現在の建物は 1990 年

に建てられたものである。

おわりに

この他にも、広大な面積を持つ崇福寺、

また伝承に基づいて建てられた泉州少林

寺などの寺院も参観した。

ただ、ここで紹介したのは、規模の大 花橋慈済宮

二郎廟

きいものか、或いは幾つかの書に記載があるものに限ってい

る。これ以外にも、とにかく街の至るところに小廟が存在し、

参拝する人たちがいる。これは廈門も泉州も変わらない。宗

教関連の施設がこれほどの密度を持って存在しているところ

は、自分が知る限り台湾の他は無い。当然ながら、鬼神を尊

ぶ閩地方の文化を背景にしたものであると考えられる。今後

は、これらの廟宇をもう少し信仰の系列的な観点から調査し

てみたい。
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2003 年 5月 10日

第 43回例会

ところ：関西学院大学上ヶ原キャンパス

発表：「1920 年代における《地方》の空間と時間の変

容―呉江県における啓蒙運動と地域社会―」

報告者：佐藤

2003 年 7月 12日

21 世紀 COE 演劇研究センター特別講義（開催協力）

ところ：早大演劇博物館レクチャールーム

2003 年 8月 1日

第 44回例会

ところ：慶應義塾大学日吉キャンパス来往舎中国語

共同研究室

発表：「清末民初上海時調小曲初探」

報告者：川

2003 年 9月

夏期現地調査（江南小組）

2003 年 9月 7日～ 21日

内容：周良材氏訪問、上海図書館所蔵資料調査

参加者：佐藤、藤野、三須

2003 年 9月 17日

21 世紀 COE 演劇研究センター特別講義（開催協力）

ところ：早大演劇博物館レクチャールーム

2003 年 10 月 20 日

21 世紀 COE 演劇研究センター特別講義（開催協力）

場所：早稲田大学西早稲田キャンパス国際会議場共

同研究室

2003 年度中国都市芸能研究会活動記録

2003 年 10 月 25 日

第 45回例会

ところ：早稲田大学演劇博物館レクチャールーム

発表：「王雅琴と上海滬劇社─劇本制の導入と黒

社会とのつながり─」

報告者：三須

2003 年 12 月 23 日

第 46回例会

ところ：慶應義塾大学日吉キャンパス来往舎千田研

究室

発表：「京劇上演DB構築の見取り図」

報告者：千田

2004 年 1月 11日

21 世紀 COE 演劇研究センター文明戯研究会（開催協力）

ところ：早稲田大学国際会議場共同研究室

発表 /報告者（本会会員のみ記載）：

「京劇上演記録データベースデモ」千田

「清末上海の演劇をめぐる言説と環境（1904 ～

1911）」平林

「文明戯と申曲の関わり」三須

2004 年 3月 19日

第 47回例会

ところ：関西学院大学上ヶ原キャンパス第二教授研

究館（池内記念館）会議室	

発表：「近現代上海における知識人と地方戯曲の関

係について」

報告者：藤野・佐藤・三須
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『燕影劇』の編集をめぐって
―ドイツ・シノロジストによる北京皮影戯の発見

山下　一夫

1. はじめに

『燕影劇』は、1915 年に出版された影巻（影絵芝居の台

本）のアンソロジーである。山東省の兗州府天主教印書局で

印刷されて中国語で出版されたものだが、版元はライプツィ

ヒのオットー・ハラソヴィッツ（Otto	Harrassowitz）で、編者

はウィルヘルム・グルーベ（Wilhelm	Grube）とエーミール・

クレープス（Emil	Krebs）である。「燕」は直隷省（現在の北

京市および河北省にあたる）の別名として用いられていたので、

書名は「直隷省の影絵芝居」という意味だろうが、書皮に付さ

れたドイツ語タイトルは “Chinesische	Schattenspiele”、すな

わち「中国の影絵芝居」となっている。

清末民初のころは中国でも石印で影巻の出版が多数行われて

いたことは「石印影詞編目」[注 1] などを見ても明らかである

が、その多くは冀東皮影（北京では東派がこれにあたる）の
『中国の影絵芝居』表紙ものであった。これは、冀東皮影の影巻が抄写によって

伝えられていたこととも関係があろう。一方、琢州皮影

の流れを汲むとされる北京西派皮影の影巻は主に口伝に

よって行われたため、文字化されたテキストは現在僅か

しか残っていないとされ、その研究を困難なものとして

いる。その中でこの『燕影劇』は、収録されている影巻

に北京西派に特徴的な演目が多いことで注目されていた

が [注 2]、テキストの出自については不明とされてきた。

しかし、実はこの『燕影劇』とほぼ同時期にバ

イ エ ル ン・ ア カ デ ミ ー か ら や は り “Chinesische	

Schattenspiele”	と題した著作が刊行されており（混乱

を避けるため、以下こちらの方を『中国の影絵芝居』と

＊	 本稿は、日本学術振興会科学
研究費・基盤研究 B「近代北
方中国の芸能に関する総合的
研究―京劇と皮影戯をめぐっ
て―」（平成 14 ～ 16 年度・
課題番号 14310204）によ
る成果の一部である。

注 1	『楽亭文史・五輯』（中国人民
政治協商会議天津市楽亭県委
員会文史委員会・楽亭県文教、
1990）所収。

注 2	 千田大介「北京西派皮影戯
をめぐって」、『近代中国都
市芸能に関する基本的研究』
平成 9～ 11 年度科学研究費
基盤研究 (C) 成果報告論文集、
2001 年。また劉季霖『影戯
説・北京皮影之歴史、民俗與
美術』（好文出版、2004 年）、
72－ 73頁。
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して引用する）、そこには『燕影劇』所収影巻すべての

訳注と、編者による解説が収められている。そして『燕

影劇』は実は『中国の影絵芝居』の資料編として刊行さ

れたものだったのである。したがって、ここから今まで

不明とされてきた『燕影劇』所収影巻についてもある程

度その情報を得られるだけでなく、二十世紀の初頭にド

イツの研究者たちが皮影戯に関心を持った点や、またか

れらが見た清末の皮影戯の状況についても理解すること

ができるものと思われる。以下、これら研究者たちの関

心の方向について検討しながら、『燕影劇』の編集をめ

ぐる問題について考えていきたいと思う。

『中国の影絵芝居』中身
2. グルーベ

『中国の影絵芝居（Chinesische	Schattenspiele）』は、1915

年にバイエルン科学アカデミー文史哲叢書の一つとしてミュ

ンヘンで刊行された。ウィルヘルム・グルーベ訳、エーミー

ル・クレープス補となっており（この二人は『燕影劇』では編

者になっている）、さらにベルトルト・ラウファー（Berthold	

Laufer）が編者として名を連ねている [注 3]。

このうちウィルヘルム・グルーベ（1855 － 1908）は、サ

ンクトペテルブルク生まれのドイツ人である [注 4]。『中国語文

典（Chinesische	Grammatik）』などの著作で知られるライプ

ツィヒ大学のガベレンツ（von	der	Gabelentz,	1840 － 1893）

のもとで中国語と満州語を学び、1882 年にかれの推薦でベル

リン民俗博物館東アジア部門主任となった。そして 1892 年に

ベルリン大学で東アジア言語学科が設立されると教授として迎

え入れられ、中国語や満州語の講座を担当した。また 1897 年

から 1899 年まで中国に滞在し、北京や廈門などで調査や資料

収集を行っている。

グルーベの初期の研究は、当時のヨーロッパのシノロジーの

傾向を反映して、『ギリヤーク語語彙集および文法論』[注 5] や

『ゴルディ語・ドイツ語対照語彙集』[注 6] などいわゆるアル

タイ諸語に関するものが多い。この方面では特に『女真語言

注 3	 “Chinesische Schattenspiele”
,  u b e r s e t z t  v o n  Wi l h e l m 
G r u b e .  a u f  G r u n d  d e s 
Nach l a s se s  du rchgesehen 
und abgeschlossen von Emil 
Krebs. Hrsg. und eingeleitet 
von Berthold Laufer. -- Verlag 
der Koniglich bayerischen 
Akademie der Wissenschaften, 
1915.

注 4	 グ ル ー ベ に つ い て は、
E d o u a r d  C h a v a n n e s ,  “ L e 
professeur Wilhelm GRUBE”
, T’oung Pao Ⅸ , pp.593-595, 
1908、福井文雅「欧米にお
ける道教研究」（『道教第三
巻・道教の伝播』平河出版社、
1983 年）280-282 頁、陳耀
庭『道教在海外』（福建人民
出版社、2000 年）201-202
頁などを参照した。

注 5	 	 “ G i l j a k i s c h e s 
Wör te rve rze i chn i s s  nebs t 
gramm. Bemerkungen”, St. 
Petersburg : Commissionaren 
der Kaiserlichen Akademie der 
Wissenschaften , 1892.

注 6	 “ G o l d i s c h e - D e u t s c h e s 
W ö r t e r v e r z e i c h n i s ” ,  S t . 
Petersburg: Commissionaren 
der Kaiserlichen Akademie der 
Wissenschaften , 1900.
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文字考』[注 7] が女真語研究の分野を確立した著作として高い

評価を得ている。また 1902 年に発表した『中国文学史』[注 8]

は欧州の言語で書かれた初の中国文学の通史で、小説などの俗

文学に高い評価を与えていること、原典からの翻訳を多く載せ

ていることが特徴的である。所収の『聊斎志異』抄訳は当該書

の最初のドイツ語訳であるという。

しかしグルーベの本領は何と言っても中国の宗教思想および

民俗の研究である。『神仙伝による道教の開闢神話』[注 9]、『中

国の宗教と祭祀』[注 10]	、『古代中国の宗教』[注 11] など、文献

研究によって中国の古代宗教を考察したものや、『民俗博物館

における廈門の民間諸神の収蔵品』[注 12]、「北京の葬送習俗」
[注 13] など、現地調査などに基づいて中国の民間信仰や風俗を

研究した論考がある。また『封神演義』のドイツ語訳 [注 14] も

行っているが、これは巻末に作中登場する神仙の詳細な索引を

付しており、中国の民間信仰の研究に本作品を利用しようと

していた点がうかがえる。また、1901 年に発表した『北京の

民俗』[注 15] は、グルーベが北京で目睹した風俗習慣を記した

ものだが、この中の第五章「娯楽」は、現地で当時行われてい

た演劇や曲芸についての詳細な研究である。第一節「吟遊の

民俗：歌い手と語り手」は「唱曲児的」「女戯」「蓮花落」「女

落子」「八角鼓」「瞎子」「説書的」、また第二節「芸能団体」

は「槓箱官」「秧歌」「五虎棍」「獅子」「開路」「什不閑」とい

う章立てで各々の曲芸についてその由来や上演状況を述べ、ま

た第三節「演劇」では京劇の戯班や劇場、行当などの解説に加

えて、自ら観劇した十八種の演目についてその内容を詳細に述

べている。こうした演劇・曲芸にグルーベが相当の関心を持っ

て調査を行っていたことがうかがわれるが、李家瑞の『北平俗

曲略』[注 16] より 30 年以上前にこうした研究を発表している

という点は注目に値する。ただし、皮影戯については残念なが

ら具体的な言及がないので、中国滞在中には見ることができな

かったか、あるいは見てはいても著作に反映できるほどには調

査を行っていないということなのだろう。

ではなぜグルーベはその後皮影戯の研究を進めていったので

注 7	 	“Die Sprache und Schrift der 
Jučen”, Leipzig: Harrassowitz , 
1896.

注 8		“Geschichte der chinesischen 
L i t e r a t u r ” ,  L e i p z i g : C . F. 
Amelangs , 1902.

注 9	 “ T a o i s t i s c h e r 
Schöpfungsmythen nach dem 
Sên-Sien-kien”, Berlin, 1896

注 10	“Rel ig ion  und  Kul tus  de r 
Chinesen”, Leipzig: R. Haupt, 
1910.

注 11	“ D i e  R e l i g i o n  d e r  a l t e n 
Chinesen” , Tübingen: J.C.B. 
Mohr, 1911.

注 12	“Sampang Volksgötter von 
A m o y  i m  M u s e u m  f ü r 
Völkerkunde”, note publiée 
dans fasc.2 de Ethnologisches 
N o t i z b l a t t  a u  s u j e t  d ’
un col lec t ion  de  d iv in i tés 
populaires d’Amoy envoyée au 
musée d’ethnographie de Berlin 
par M.Feindel,1895.

注 13	“Pekinger Todtengebräuche”
, Journal of Peking Oriental 
Society, vol.IX,1898.

注 14	“ F e n g - S h e n - Ye n - I :  D i e 
Metamorphosen der Götter: 
h is tor isch-mythologischer 
Roman aus dem Chinesischen”
, Leiden : E.J. Brill, 1912.	なお、
グルーベの翻訳は四十六回
までで、のこりはかれの死
後ヘルベルト・ミューラー
（Herbert Mueller）が補った抄
訳である。

注 15	“Zur Pekinger Volkskunde”, 
Berlin: Speemann, 1901.

注 16	中央研究院歴史語言研究所、
1933 年。
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あろうか。これについては、編者のラウファーが『中国の影絵

芝居』の序文の中で以下のように記している。

本書はウィルヘルム・グルーベの遺稿を基礎として出版

されたもので、これらは手書きの中国の影絵芝居テキス

トのコレクション（19 冊）に基づいている。このテキ

ストは現在ニューヨークのアメリカ自然史博物館に存す

る一千件の人形とともに、1901 年に北京の影絵芝居の

劇団から入手したものであると注記されている。また説

唱部分の幾つかについては録音も行われており、その一

部はベルリン大学心理学研究所のエーリッヒ・フィッ

シャーによって分析が行われている。テキストの研究に

は、ウィルヘルム・グルーベがその中国の民俗と中国の

大衆演劇についての膨大な知識を用いることができる最

適の人物であることは疑いようがない。1904 年の夏に、

テキストの出版と翻訳について相談を受けたかれは、録

音の聞き取りも含めて喜んでこれを引き受けた。そして

その年の冬、ニューヨークからベルリンのグルーベ教授

のもとに中国語の抄本が送られたが、かれは 1905 年の

３月までにはうち三十件の翻訳を終えている。

以上の記述から解るように、グルーベは自分で皮影戯に興味

を持って台本を収集したり研究を進めたわけではなく、ニュー

ヨークのアメリカ自然史博物館がすでに収集していた影巻の翻

訳をグルーベに依頼したものだったのである。ラウファーの言

うように、中国語が堪能で、また演劇や曲芸にも詳しいグルー

ベは、翻訳を行うにはこれ以上ない適任であったろう。またこ

こから、もとになったのは 19冊の影巻抄本であるということ、

またこれが影人や録音とともにニューヨークに所蔵されている

ことが解る。

続いてラウファーは 1906 年 1月 23 日付けのグルーベの手

紙を紹介している。

影絵芝居のテキストで最も量が多かった部分は、だい
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たいよく調べて翻訳をしました。一番大きな困難はテキ

ストの作成で、これはゾッとするような状態になってい

ます。わたしは台本 25個の正確な写しを作りましたが、

それだけでもう 250 ページにもなっているのです。た

だ、校正作業と翻訳はまだ終わってはいません。神話的

な魔法劇（原注、『混元盒』を指す）などは興味がない

わけはありませんでしたが、これはほかのどれよりも量

が多く、19冊のうちの４冊分も占めていました。

翻訳に当たって、グルーベはまず抄本の漢字を起こして、正

確な複製本を作成することから始めた。おそらくこれが後の

『燕影劇』の元原稿となったものと思われる。また、一般に北

京などの影巻抄本は略字も多く使われているのに対し、『燕影

劇』のテキストは漢字をいわゆる正字に統一するなど、かなり

の校訂の跡がうかがえるが、そうした作業も恐らくある程度こ

の段階で行われたのだろう。そして、折子戯に近いものがほと

んどの『燕影劇』所収影巻の中で、『混元盒』だけはいわゆる

本戯の体裁を取っているため分量も多いが、これはもとの抄本

の段階ですでにそうなっていたことも解る。おそらく、収集し

た 19冊の影巻の中に、４冊本の『混元盒』抄本が含まれてい

たということなのだろう。そうするとそれは、あるいは芸術研

究院戯曲研究所所蔵の４冊本などに近いものだったのかもしれ

ない [注 17]。

3. クレープス

グルーベは他にも研究論文の執筆などの仕事を抱えていたた

め、翻訳作業はこれらと同時進行という状態ではあったものの、

作業自体は順調で、翌年までには完成させることができると手

紙で約束している。しかし、約束の時期を過ぎても原稿は到着

せず、かわりにアメリカ自然史博物館側が受け取ったのはかれ

の急死を知らせる電報であった。慌てた博物館側はグルーベの

仕事を継いで翻訳を完成させることのできる人物を捜し、結局

レープスに白羽の矢が立てられた。ラウファーの序文には以下

注 17	拙稿「芸術研究院戯曲研究
所所蔵影巻目録」（『中国都市
芸能研究』第二輯、好文出版、
2003 年）参照。
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のように記されている。

公使館参事官のエーミール・クレープス氏は、在北京ド

イツ帝国公使館の最初の翻訳官で、故人の門下生であり

かつ忠実な賛美者であるが、そのかれがこの未完の仕事

を完成させてくれることになった。クレープス氏がこの

非常に面倒な仕事を献身的にこなしてくれたことに対し

て、この場を借りて心から感謝を申し上げる。かれの協

力は非常に有益で、北京方言で作成されているテキスト

に対してかれは優れた技量を発揮した。土地の生活に根

ざしたような多くの不明点について、かれは正確な翻訳

を行ったのである。難しい点については、かれは北京の

影絵芝居の芸人から助言を得ることもできた。

クレープス (1867 － 1930) はシフェボジツェ生まれのポー

ランド系ドイツ人である [注 18]。後にベルリンに留学してグ

ルーベのもとで中国語を学び、卒業後 1893 年から北京のドイ

ツ大使館で翻訳官として勤務し、二十世紀初頭の中独外交の

場で活躍をした。かれは学生時代から外国語の習得に異常な

才能を発揮し、ヨーロッパはもちろんのこと中近東やアフリ

カ、東アジアの言語を自在に操り、1930 年に亡くなるまでに

およそ 60カ国語をマスターしたといわれている。そのたいへ

んなスーパー・ポリグロットぶりのために、死後かれの大脳は

デュッセルドルフ大学に保存されて研究が行われている程だと

いう。当然の事ながら中国語の能力も高く、しかも当時公使館

員として北京に滞在しているという利点も生かして、亡くなっ

た師の仕事を完成させた。テキストの不明点について影絵芝居

の芸人に助言を乞うているというのが注意を引くが、これにつ

いては序文に続けて収録されているラウファーの「解説」に以

下のような逸話も記されている。

テキストを詳細に研究するために、クレープス氏は北

京で影絵芝居の劇団をよんでそれらの演目を上演させた。

注 18	William Matzat, “Emil Krebs 
(1867-1930), das Sprachwunder, 
Dolmetscher in Peking und 
Tsingtau. Eine Lebensskizze”
, Bulletin of the German China 
Association 1, pp.31-47, 2000.
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かれはそれで気が付いたことをこう加えている。「つい

でに言うと、かれらは自分で厳密なテキストを持ってい

るという訳ではなく、はやりの日常的な冗談をその中に

織り交ぜたりするのだ。喜劇『三怕』をやっているとき、

例えば登場人物の女性の一人はこう言った。わたしはワ

ゴン・リー・ホテル（原注：北京にあるヨーロッパ系ホ

テル）に招かれているので、これから行くところなので

すよ、と。」

単に不明な表現などを問いただすというだけではなく、劇団

を呼んで翻訳している演目をやってもらうというのだから、実

に念の入った態度である。上演にアドリブが多いという指摘も

面白いが、そこでワゴン・リー・ホテル云々といっているのは、

実際にここで上演を行ったということであろう。また『三怕』

は『燕影劇』に収録されている影巻だが、いわゆる北京土語に

ちかい表現が散見されるということもあり、北京西派に特徴的

な演目である可能性があるとされるものである。翻訳の元に

なっている抄本をアメリカ自然史博物館に提供したのがここで

上演を行っているのと同一の劇団なのかどうかは、以上の記述

からは解らないが、『三怕』を上演する劇団というのはあるい

はそう多くはない可能性があろう。

さて、クレープスの献身的な努力もあって影巻抄本の翻訳が

完成し、『中国の影絵芝居』は出版にこぎ着けることができた。

その際、翻訳の元となった抄本の校訂テキストについても同時

に出版しようという計画が持ち上がる。ラウファーは以下の様

に述べている。

グルーベ教授夫人のすすめで、中国語のテキストもク

レープス氏の指揮のもとで山東の兗洲にあるカトリック

教会の印刷所で印刷されることになった。これについて

は、本論文と同じ形式でライプニッツのオットー・ハラ

ソヴィッツから出版される。

当時欧州でも中国語の印刷は不可能ではなかっただろうが、
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活字や校正などの問題を考えても明らかに中国で印刷を行った

方が都合が良かったのだろう。山東省兗州は当時ドイツの拠点

の一つであり、またそこの天主教印書局は石印本が全盛の当時

にあって珍しく中国語の鉛活字を具えているなど、進んだ印刷

技術を持っていた。ドイツ公使館員であったクレープスがここ

の印書局に印刷を依頼することは当然のなりゆきであったとも

言える [注 19]。こうして『中国の影絵芝居』のために作成され

た影巻の校訂本は、『燕影劇』として出版されることになった

のである。

『中国の影絵芝居』と『燕影劇』を比べると、後者が収録す

る影巻を「仏教劇」「道教劇」「歴史劇」「風化劇」「滑稽劇」

「独角戯」の項目によって分類しているのは、前者のスタイル

に基づいていることが解る。ただし、同一の本戯に基づくとさ

れる演目や一続きになる演目、例えば『双鎖山』『殺四門』『探

病』『竹林計』はいずれも『三下南唐』に基づいており、また

『抛彩逐婿』『撃掌』『別窯』『双別窯』『搬窯』『探窯』『紅雁捎

書』『迴龍閣』は薛家将故事の演目としてある程度の連続性が

あるが、これらについて『中国の影絵芝居』はさらに小分類を

立ててまとめているのに対し、『燕影劇』ではこれが行なわれ

ていない。また『中国の影絵芝居』はそれぞれの演目について

本事が解る場合にはこれを脚注で述べているほか、さらに無

題となっていた演目についても仮題を付しているなど、『燕影

劇』所収影巻の研究に際して有益な情報を提供している。

4. ラウファー

『中国の影絵芝居』の序文と解説を書いたラウファー

（1874―1934）は、ケルン生まれのドイツ人で、ベルリン

大学で東洋諸語や民俗学を学んだ。かれもまたグルーベの学生

なのである。そして、ライプツィヒ大学で博士号を取得した後

アメリカに渡り、シカゴのフィールド博物館を拠点に研究活動

を続けて、アメリカ東洋学の重鎮とよばれた。ラウファーにつ

いてはすでに著作も幾つか翻訳があり、邦文による紹介もある

ので、研究や生涯などの詳細についてはそちらを参照して頂き

注 19	こうした点から、「ドイツ人
カトリック宣教師が『燕影
劇』を編集出版した」という
『北平俗曲略』などの記述は
訂正される必要があるだろう。
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たい [注 20]。

なお、かれは 1901 年から 1902 年までアメリカ自然史博物

館の依頼で中国に民俗関係の資料収集に赴いており、帰国後は

1904 年から 1906 年までここの助手として様々な事務処理も

こなしていた。つまり、『燕影劇』の元となった 19 冊の影巻

抄本や大量の影人、また皮影戯の録音などは、実はすべてかれ

が北京で収集してきたものであり、またグルーベに翻訳の依頼

を行い、その後様々な折衝に当たったのも実はかれであったの

である。いわばかれは、自分で興味を持って収集してきた資料

の翻訳を、自らの師匠に託したのであった。

博覧強記をもって知られたラウファーに、そうした能力がな

かった訳ではあるまい。実際、先にも引用した『中国の影絵芝

居』の「概説」では、ヨーロッパの影絵芝居の状況から始めて、

トルコやアラビア、インド、ジャワ、シャム、朝鮮、さらに日

本などにまで説き及び、その博学ぶりを披露している。中国の

影絵芝居については、『史記』「孝武帝本紀」に見える斉人少翁

の記事や『漢書』「外戚伝」の李夫人の説話などの記事を紹介

し、伝説的にはこれらに起源を求められるとしながらも、実際

の上演が確認出来るのは『東京夢華録』や『夢梁録』などに見

えるように宋代を待たなければならないとした。また、ラシー

ド・ウッディーンの『集史』などの記述から、現在トルコやア

ラビアで行われている影絵芝居はいずれも中国から伝わったも

のであるとしている。これらは、現在では皮影戯の歴史をたど

る上でいわば公式化した言説であるが、顧頡剛の「灤州影戯」
[注 21] より 20 年も前にすでにこうした認識に達していること

は特筆に値しよう。ラウファーはさらに、中国演劇のインド起

源説を持ち出し、中国語の「傀儡」がインド系言語からの借用

語であるという点も援用して、中国の影絵芝居はインドから伝

播したものであるとし、さらにその起源をオリエントに求めて

いる。ただ、中国より先行するとするオリエントやインドの影

絵芝居について、具体的な資料を提示しておらず、その点で今

ひとつ説得性を持ちえていない。これはかれの学説と言うより、

むしろ影絵芝居全体に対するかれ自身の見通しといった程度の

注 20	石田幹之助「ベルトールド・
ラウファー博士の訃を聞き
て」、『欧米に於ける支那研
究』（創元社、1942 年）所
収、また武田雅哉「ラウファ
ー」、『東洋学の系譜［欧米
編］』（高田時雄編、大修館書
店、1996 年）所収。またラ
ウファーの著作は博品社から
翻訳が多数刊行されている。

注 21	『 文 学 』 第 2	 巻 第 6	 期、
1934 年。
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ものであろう。

「概説」の後半では、ラウファーが実際に中国で目睹した皮

影戯の状況について記している。

（皮影戯の）さまざまな足跡についてわたしは自分で

追ってみた。そして、中国の中部では浙江の省都である

杭州と長江の漢口で、また中国の北方では北京、陝西の

省都である西安、それから四川の省都である成都でこれ

を見つけた。これらの場所ではどこでも常設でプロの影

絵芝居の劇団があり、年寄りから子供まで非常に人気が

あって、また非常に沢山の道具を具えていた。またどこ

でも影絵芝居は男の子が練習をして楽しむものでもあり、

西安や成都の市場では紙製の人形のおもちゃは二束三文

で買えるものであった。

ここから解るように、かれは中国の各地で皮影戯が行われて

いるのを目撃していた。「概説」では続いて、北京の影人は三

本の棒で操作すること、またロバの皮で出来ていることなどに

ついて説明した後、皮影戯がなぜかくも人気があるのかという

ことについて、以下のように述べている。

我々が最初に見ておかなければならないのは、影絵芝居

と木偶芝居に共通する点はなにか、また公の劇場演劇と

違っている点はなにか、ということである。後者はたい

ていの場合、広い建物の中の固定された舞台で行われる

のだが、それらは衣装や道具などの設備にお金がかかる

俳優や楽団による娯楽であり、そういうものを見ようと

思えばそれなりの資金や高い入場料が求められてしまう。

そしてそれは貧しい人間の手が出る範囲のものだとは

限らないのである。しかしもっと重要なことは、中国で

は公の劇場の観客は男性および花柳界の女性が優先され、

尊敬すべき御婦人がたは厳しく立ち入りを制限されてい

るということである。しかし漂泊の影絵および木偶芝居
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の芸人たちは家族に親しく接しうるという点で助けにな

る。すなわち、放浪の生活をしているかれらは、呼べば

いつでも家までやって来て上演してくれるので、寂しい

ご婦人がたなどにも娯楽を提供することができるのであ

る。

つまり、人戯は費用がかかる上に女性の観劇が制限されて

いるが、偶戯は堂会上演などを行ってもそう高いものではな

く、しかもそうした形態であれば女性でも観劇することが可能

であったために、彼女たちの娯楽として歓迎されたというので

ある。同様の指摘はその後斉如山などが行っているが、これも

ラウファーの観察の確かさを物語るものと言えよう。

また、影巻テキストと上演の関係については、先に引いたワ

ゴン・リー・ホテルの部分でもアドリブが多いという点を指摘

していたが、他にもかれは以下のように述べている。

台本の韻文はそれほど重要ではなく、またその内容も重

要ではないようである。聞き手は言葉をほとんど理解し

ていないのだ。しかし音楽と歌唱はかれらを熱狂させう

るのである。影絵芝居の芸人はあるいは大舞台の役者よ

りもずっと高いレベルで即興上演をこなしているのかも

しれない。かれらの手書きの台本、特に喜劇や笑劇に関

わるようなものは、初心者の入門的な手引きか、あるい

は上演のための記憶を助ける程度のものでしかない。か

れらはたいていテキストを完全に暗記して覚えているの

だ。ただかれらの役をそのまま読み上げるだけというや

り方で行うのは不可能である。すべての注意を人形の操

作に向けなければならず、それには制止した状態はほと

んどありえない。ほとんどすべての言葉に命と動きを吹

き込んでいく必要があるからだ。

いわゆる北京西派は口伝のみでテキストを伝え、また東派は

影巻を見ながら上演してゆくということが言われているが、以
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上の記述からではどちらとも判別がつかない。また残念なこと

に、ラウファーは劇団の名前はおろかその上演場所、さらには

劇団員の名前すらも全く触れていないのである。

5. おわりに

李家瑞『北平俗曲略』や顧頡剛の「灤州影戯」が発表されて

中国で本格的な皮影戯研究が始まったのは 1930 年代のことで

あった。李家瑞は宋代の筆記資料などを整理して中国におけ

る皮影戯の歴史を概観し、また顧頡剛は北京東派の芸人である

李脱塵と接触して実際の上演状況などを調査した。しかし、こ

れよりも 20年以上前にドイツのグルーベやラウファーたちは

すでに同様の研究を行っていたのである。こうした点は今日再

評価される必要があろう。また、本論では取り上げることがで

きなかったが、ドイツではかれらの仕事を受けてその後ゲオル

ク・ヤコブ [注 22] やライナルト・シモン [注 23]、ゲルト・カミ

ンスキ [注 24] らが皮影戯の研究をすすめており、中にはドイツ

国内に所蔵される北京西派の古い影人に関する貴重な論考も含

まれているので、今後はこれらについても参照してゆく必要が

ある。

これまで由来不明であった『燕影劇』所収影巻について、こ

れが 1901 年に北京で収集された抄本をもとに翻刻されたもの

であり、ニューヨークのアメリカ自然史博物館に所蔵されて

いるものであるということを明らかにすることができた。ゲ

オルク・ヤコブによれば、現在「ラウファー中国踏査収蔵品

（Laufer	China	Expedition	Archive）」として収蔵されているコ

レクションには、北京西派だけでなく冀東や四川の皮影資料も

含まれているといい、この中にはラウファーが言及した当時の

音源も残されている可能性もある。これらについては今後の

調査が期待できよう [注 25]。しかし、『燕影劇』所収影巻が北京

皮影戯全体の中でどのような位相を占めているのかについては、

結局はテキストそのものの分析によって考察してゆくほかない。

そうした点については、稿を改めて検討して行きたいと思う。

ラウファーコレクションの冀東
影人

注 22	G e o r g  J a c o b  u n d  H a n s 
J ensen ,  “Das  ch ines i s che 
Schattentheater”, Stuttgart : W. 
Kohlhammer, 1933.

注 23	R a i n a l d  S i m o n ,  “ D a s 
chinesische Schattentheater 
(Katalog der Sammlung des 
Deutschen  Ledermuseums 
O f f e n b a c h  a m  M a i n ) ”
,  M e l s u n g e n ,  1 9 8 6 ; 
“ C h i n e s i s c h e  S c h a t t e n : 
Lampenschattentheater aus 
Sichuan; die Sammlung Eger, 
D e u t s c h e r  K u n s t v e r l a g ” , 
München, 1997.

注 24	G e r d  K a m i n s k i  u n d  E l s e 
Unterrieder, “Der Zauber des 
bunten Schattens.Chinesisches 
Schattenspiel einst und jetzt”, 
Klagenfurt, 1988.

注 25	なお、ラウファー中国踏査収
蔵品については一部がアメ
リカ自然史博物館のサイト
（http://www.amnh.org/） で
オンライン公開されているが、
現在閲覧可能な部分は冀東系
の影人のみである。
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京劇上演データベース構築の 
パースペクティブ 

千田　大介

はじめに

近年の中国伝統演劇研究は、社会学や文化人類学的な方法

論・視点を導入し、演劇をとりまく社会環境を重視することで、

従来の審美学的な上演技術論や批評の枠にとどまらない、多様

な研究成果を生み出している。

しかしその一方で、それらの研究をささえるべき研究資料の

整理状況はといえば、いまひとつの感がある。例えば、新聞資

料に基づいた資料匯編のたぐいはいくつか出版されてはいるが、

総合的な資料索引やデータベースは未だに出現していない。中

国古典で文献の大半がデータベース化され、容易にアクセス・

検索できるのと比較すると、その立ち後れは明白である。

かかる観点から、中国都市芸能研究会では、民国時期の演劇

関連文献資料の収集およびデジタルデータ化を進めている。本

稿で報告する京劇上演データベースもその一環である。

以下、現在構築を進めている京劇上演データベースの目的や

概要を紹介するとともに、試験的に作成した評価版データベー

スについて、その研究上の有効性や問題点、将来的な展望につ

いて論じたい。

1.	 データベースの構想	

a)　目的	

我々が構築を進める京劇上演データベースは、何時・何処

で・誰が・何を演じていたのかをデータベース化し、京劇の上

演状況の検索および統計処理機能を提供するものである。現在

作成中のプロトタイプは、Windows	XP 上でMicrosoft	Access	

2003 を用いて作成しているが、将来的には PostgreSQL 等を

＊	 本稿は、日本学術振興会科学
研究費・基盤研究 B「近代北
方中国の芸能に関する総合
的研究―京劇と皮影戯をめ
ぐって―」（平成 14 ～ 16
年度・課題番号 14310204）
による成果の一部である。
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用いて、オンラインデータベースとして公開する計画である。

このデータベースによって、ある特定の日や劇場において、

誰が何を演じていたのかが容易に検索できるようになるので、

劇団・劇場・俳優に関する演劇学研究に大きく寄与するのはも

ちろん、例えば文学作品のコンテクスト研究、人物の伝記的研

究などにも幅広く活用できよう。

データベースの特色に、データ抽出条件を指定してさまざま

なデータを抽出できることがある。たとえば、ある俳優がどの

ような演目を演じていたのか、ある演目が誰によって演じられ

てきたのか、さらにはある劇場がどのように使用されてきたの

か、といった資料を切り出すことができるので、上演状況を通

時的かつ計量的に把握できるようになる。また、特定の期間に

絞って上演状況を検索・抽出することもできるので、共時的状

況の把握にも有用である。

以上のように、京劇上演データベースの構築は、京劇の歴史

を、具体的かつ計量的に研究する基礎資料を提供するもので、

研究の進展に大いに寄与するものと期待される。

b)　収録データの範囲	

京劇の上演に関する資料は、新聞・雑誌・専門書籍から骨董

店で売られる戯目単まで、非常に膨大である。これらを全てデ

ジタル化することは、もちろん不可能であり、データベースの

対照となる地域・時間・資料を絞り込む必要がある。

まず、データの範囲であるが、京劇が急速に発展を遂げた民

国時期の北京に絞ることとした。その上で、データベース化す

る資料として、『五十年来北平戯劇史材後編』[注 1]	（以下『後

編』）、および『順天時報』を選定した。

前者は、周明泰による清末から民国時期にかけての戯目単を

まとめた資料である。ただし、前言に見えるように、主に新作

劇初演時の戯目単を選んで収録したもので、網羅的な資料では

ない。後者は清末から 1931 年にかけて北京で発行された日本

陸軍系新聞である。しかし、戯迷として知られた辻聴花が編集

に参画しており、長期間にわたって演劇面が設けられている。

中国都市芸能研究会では、科学研究費による研究プロジェクト

注 1	 匯文閣書店、1932。台湾広
文書局本の影印本を用いた。	
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[ 注 2]	を通じて、『順天時報』に見える演劇資料の抽出作業を完

了しているが、その資料から、同紙演劇面に掲載された当日の

演劇上演状況をまとめたコラム [注 3] を再抽出した。同紙には

海報も掲載されるが、掲載状況にはむらがおおいこと、また海

報の趣向をこらした組み版が効率的なデジタル化に適さないこ

とから、今回は対象としなかった。

資料の電子化は、北京書同文数字化技術有限公司 [注 4] に委

託した。同社は、『四庫全書』・『四部叢刊』など豊富な文献デ

ジタル化の経験を持ち、繁体字文献をも効率的かつ安価にデジ

タル化することができる。具体的には、対象資料の日付・劇

場・役者・演目など、専門的知識を有さなくても、レイアウト

から容易に判別可能な部分を XML形式でマークアップしても

らい、そうして完成した XMLデータを我々が再度校正・整形

した。

2.	 データベースの概要	

a)　RDB の採用	

一口にデータベースといっても、さまざまな種類が存在する。

一般にイメージされるデータベースというと、カード型データ

ベースになるのではなかろうか。しかし、カード型はいうなれ

ば表計算ソフトのスプレッドシートのようなもので、項目リス

トが積み重なった、二次元的な構造にすぎない。このため、レ

コードごとに掲載できる項目数は固定になる。住所録や資料目

録のような単純なデータベースには向いているが、京劇上演

データベースでは、一回の公演で、複数の演目が、それぞれ異

なる役者によって上演される、その全貌をデータベース化しな

くてはならない。このような、内部に一対多の関係のデータを

含むものは、カード型データベースでは処理しきれない。

そこで、京劇上演データベースの構築には、リレーショナル

データベース（RDB）を採用した。RDB とは、複数のテーブ

ルを関連づけることで、柔軟なデータベース構造を実現するも

のである。技術的には既に枯れたものであるといえよう。現在

構築中のプロトタイプには、Microsoft	Access	2003 を利用し

注 2	「近代北方中国の芸能に関す
る総合的研究－京劇と皮影
戯をめぐって－」2002 ～
2004 年度文部科学省補助金
（基礎研究（B）（1）・課題番
号 14310204）	

注 3	 1915.8.18 ～ 16.4.4 は「 梨
園歌舞」とのタイトルで、主
要劇場の上演演目・役者
を掲載する。1917.12.7 ～
18.1.11 は、コラムのタイ
トルはなく、各劇場の当
日（一部数日後）の上演演
目・役者を掲載する。この
うち 1917.12 前 半 は 広和
楼のみを、後半から吉祥戯
院・広徳楼なども掲載する。
1918.1.12 以降は「舞台大
観」のタイトルで、主要劇場
の演目・役者を掲載する。	

注 4	 http://www.unihan.com.cn/	
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ている。将来的には、PostgreSQL などを利用して、オンライ

ンデータベース化する計画である。

データベースにはもう一つ、XMLデータベースという形式

がある。XMLデータベースでは、DTD でデータのツリー構造

や要素の数・形式等を定義し、データソースは XMLテキスト

となるので、RDB では複数のテーブルの組み合わせで表現さ

れる階層構造を、一つのテキストデータに全て盛り込むことが

できるなど、技術的には RDB よりも優れた点が多い。京劇DB

の元データは XMLテキストとして作成しているので、本来な

らば XMLデータベースとして作成するのが妥当である。しか

し、執筆時点では、無償もしくは安価な XMLデータベースソ

フトが存在せず、データベースアプリケーションを独自に作

成しなくてはならないという大きな問題があるため、ひとま

ず RDB 形式を採用した。問題を解決する目途がついた暁には、

XMLデータベースに改めることも十分にあり得る。

b)　上演・演目・劇目の階層化	

京劇上演資料の RDB 化において、最も難しいのが、上演と

劇目との関係をどう処理するのか、という問題である。

民国時期の京劇公演は、一般的に、昼過ぎに前座の上演が始

まり、夜にかけてより名望の高い役者による中軸・圧軸と進ん

でいく。全体は、一つの劇場で一つの劇団によって演じられる

のが一般的であり、一回の上演と見なされる。圧軸などの、上

演の中の一つのユニットでは、単一の劇目が演じられることが

多いが、しかし中には複数

の劇目が演じられていたり、

通し狂言名を記さずに折子

戯の名称を列挙するような

例もしばしば見られる。

このため、京劇上演資料

のデータベース化にあたっ

ては、一日の上演活動全般

と、上演劇目に加えて、中

間的なユニットの概念が必



 京劇上演データベース構築のパースペクティブ（千田）	 67

要になる。本 DB ではそれ

を仮に「演目」と名付け、

上演・劇目と合わせて三種

のテーブルを作成した。演

目テーブルの実体は、上演

テーブルの ID と上演テー

ブルの ID とを一対多の関

係で関連づけるためのもの

で、文字データは含まれな

異称 ID	 人名 ID 名称（全）	
77 71 王幼泉	
78 71 王又荃	
79 71 王幼荃	

い。図は、上演テーブルから、関連する演目・劇目・役者の

データを表示させたところである。

このほか、連台本戯や記念公演など、複数の日に跨るシリー

ズ上演も想定されるが、それは、上演テーブルにメモフィール

ドを設けることで対応した。

それらに加えて、劇場やデータソースなどのテーブルを、元

の XMLテキストデータを加工し切り出すことで、各テーブル

のデータを作成し、それぞれのテーブルを関連づけた。

c)　役者名・劇目の処理	

役者名と劇目を処理する上で問題となるのが、異名の処理で

ある。

上演資料の記述は、時に姓名、時に名のみと一定しないし、

程艶秋と程硯秋、周信芳と麒麟童のように、同一人物が複数の

呼称を有することも多い。誤字もしばしば見うけられる。しか

し、データベースの利用を考えると、一つの名称を指定するだ

けで、異称までも一括検索できることが望ましい。

この問題は、役者一人一人に ID 番号を付与し、その ID と異

称との対照テーブルを作成することで解決できる。本 DBでは

以下の例のような異称テーブルを作成した。
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ID:71 の役者が五種類の異称を持っていることがわかる。こ

の人名 ID と異称 ID とを、劇目テーブルで上演劇目と関連づけ

ることで、人名 ID の指定による異称の一括検索が実現される。

異称テーブルを利用しないで検索すれば、ある特定の名称標記

のみを検索することもできる。

ところで、上記例では、「幼・又」、「泉・荃・全」がそれぞ

れ同じ発音であることから、正式な記述はいずれか一つである

ことが予測される。同一人物であるとの認定には、ひとまず

『後編』の索引を参照したが、その妥当性も検証する必要があ

ろう。また、名前だけで記述されている場合など、同名の可能

性も考慮しなくてはならない。これらは、京劇 DBの基づく資

料だけからは解決できない問題であり、別途考証が必要となる。

劇目に関しては、問題はより複雑である。劇目には、通し狂

言としての名称、折子の名称とがある。例えば、「大保国・探

（嘆）皇陵・二進宮」が「大探（嘆）二」と略されたり「龍鳳

閣」と称されたりするし、折子戯として「大保国」だけが上演

されることもある。問題は、通し狂言と折子戯との関係が、か

ならずしもきれいなツリー構造にはならない、という点にある。

例えば、データには「空城計」と記されたり「空城計代

（帶）斬謖」と記されたりする例があるが、どうも前者にも

「斬馬謖」を含むものがあったようである。つまり、「空城

計」というタイトルが、「失・空・斬」という通し狂言の名称、

「空城計」という折子戯の名称、二つの意味で使われていた可

能性が高く、単純なツリー構造が描けないのである。

この問題を完全に解決する方法は、まだ発見できていない。

現在のところは、劇目テーブルに、時代・ジャンル・物語全

体の名称などのフィールドを追加し、一対一対応する別名の対

照テーブル、多対多対応の関連劇目対照テーブルを作成する

ことで、実用上の問題を緩和する方法を考えている。また、劇

目テーブルに、文戯・武戯・流派などの情報を付加することで、

80 71 王又全	
81 71 王幼全	



 京劇上演データベース構築のパースペクティブ（千田）	 69

より多彩な検索も可能になろう。

3.	 展望と課題	

a)　評価版による分析	

現在、Access	2003 で作成した評価版データベースには、

『後編』のデータのみが収録されている。それをもとに、いく

つかの劇目・役者について統計を取った結果をいくつか紹介

する。『後編』のデータは網羅的ではないし、劇目の一括処理

テーブルも未完成であるので、あくまでデータベースの有効性

検証のためのサンプルに過ぎないことを、お断りしておく。

まず、上演回数上位七劇目である。数値は、1910 年より、

五年ごとののべ上演回数である。

上演劇目 合計 10前 10後 20 前 20 後 30 前
硃砂痣 82 9 35 22 11 5
艷陽樓 80 10 17 30 21 1
泗州城 74 4 18 24 21 7
胭脂虎 70 5 13 17 25 10
取金陵 63 6 13 21 20 3
馬上緣 62 4 28 24 3 3
草橋關 61 6 15 17 20 2

これらのうち、現在でもかろうじて演じられているのは「艶

陽楼」くらいではなかろうか。第一位の「硃砂痣」は、現在で

はまず演じられることがない。

次に役者の上演回数。

名 合計 10前 10後 20 前 20 後 30 前
高慶奎 272 21 125 59 44 23
楊小樓 253 24 101 91 28 8
朱桂芳 243 20 110 50 58 4
郝壽臣 239 14 38 78 81 27
九陣風 238 22 50 88 44 34
梅蘭芳 226 31 118 49 21 5
王鳳卿 220 26 109 61 18 5
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四大老生・四大名旦が意外と少ないが、役者としての評価

と上演頻度とは必ずしも一致するものではないのかもしれな

い。あるいは、新作劇の初演時の戯目単を中心に収録するとい

う『後編』の編纂方針の反映と見るべきかもしれない。

梅蘭芳と楊小楼の上演回数上位七劇目。

楊小楼 梅蘭芳
上演劇目 回数 上演劇目 回数
連環套 15 金山寺 7
戰宛城 11 醉酒 7
落馬湖 9 天河配 5
安天會 7 天女散花 5
長坂坡 7 汾河灣 5
艷陽樓 7 鄧霞姑 5
𧈢蜡廟 6 奇雙會 4

いずれも、前の表の総上演回数にくらべて非常に数が少ない。

それぞれの上演劇目の総数は、140・106 であり、この数字は

劇目の同一視処理を行ってために重複が含まれるとはいえ、旧

時の役者のレパートリーの広さがうかがい知れる。また「𧈢蜡

廟」「天河配」という応節戯が入っているのも面白い。

もとよりデータの網羅性には問題のある『後編』ではあるが、

しかし以上のごく簡単な統計結果からも、現在とは相当に異な

る民国時期の京劇舞台の様子をうかがい知ることができる。京

劇データベースの演劇研究における有効性は、明らかである。

b)　収録データの量・分野の拡充	

現在、データベースの典拠に用いている『後編』および『順

天時報』は、一定の分量を持つものではあるが、しかしそれで

もデータ量はまだまだ足りない。前述のように、『後編』は網

羅的な資料ではないし、『順天時報』も圧軸相当の演目と各二

三人の主要役者しか掲載しないため、競演人物や劇団などの情

報が十分に得られない。また、1930 年代以降のデータも含ま

れない。このため、今後は収録データの質的充実と、収録年代

の拡大をはかっていく必要がある。

コレクションブームに沸く中国では、骨董・古銭・切手など
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ばかりでなく、文革グッズなどまでが蒐集の対照となっている。

当然、京劇の戯目単も重要なコレクションの一つとなっている。

潘家園などの骨董市では解放前のものも売られているが、しか

し我々日本人からしても購入が少々ためらわれるほど高くなっ

ている。

そのような世相を反映したのか、いくつかの戯目単の影印

が出版された。第一は『旧京老戯単』また、首都図書館でも

館蔵の戯目単を網羅的に影印した図版の出版を予定している	
[ 注 5]。これらの資料は、京劇データベースの内容を拡充する有

力なデータソースとなろう。

収録地域の拡大が、もう一つの課題である。中国全土をカ

バーするのは非常に難しいが、しかし、京劇の一方の中心地で

あった上海、そして天津における上演状況は、是非ともデータ

ベースに取り込んでいきたいところである。

また、『順天時報』以後の北京の新聞における演劇記事の掲

載状況については、本誌第二輯において戸部氏が報告している
[注 6]。それらの新聞資料からの演劇関連記事の抽出・整理作業

を行うことで、データベースのカバーする時期を文革前にまで

拡大することが可能になると思われる。

c)　関連データベースの構築	

現在作成しているデータベースは評価版であるため、多くの

テーブルが作成途上である。例えば、劇場や劇団については、

上演 ID との関連づけテーブルは作成されているものの、劇場

や劇団の情報を登録するテーブルがまだ作成していない。役

者・劇目の同一視・関連づけテーブルとともに、これらのデー

タテーブルの作成および充実が、まず第一の課題である。

しかし、これらの情報は、京劇データベースが基づいた資料

からは得られないものである。従って、別途情報を収集する必

要がある。最も簡便な方法は、著作権の切れた京劇概説書・辞

典の類を電子テキスト化し、必要なデータを切り出すやり方で

ある。今後、そのような書籍を選定し、データテーブルの充実

を図りたい。また、京劇関連の書籍を広くテキストデータベー

ス化し、上演データベースと伝記資料・台本資料・用語解説な

注 5	 2003 年 12 月刊行予定であ
ったが、執筆時点ではまだ刊
行されていない。	

注 6	「慶應義塾図書館所蔵民国時
期北京新聞資料紹介」	
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どとをリンクさせることで、京劇総合データベースへの発展の

途も開けよう。

d)　オープンデータベースとしての拡張	

ところで、我々は現在、過去の上演状況の把握に苦労をして

いるが、しかしながら、将来の研究者のために現在の上演状況

を記録・蓄積する努力をおこなっているかと言えば、はなはだ

心許ない。中国にいくつかある伝統劇サイトも、ニュースなど

のドキュメント、写真・音声・動画などの収集には熱心である

が、しかし、上演記録や劇評などの蓄積は、ほとんどなされて

いない。

映画においては、例えば IMDb[ 注 7] のようなデータベースが

あり、基本的にはエンターテイメントを目的としているが、映

画・俳優の詳細、さらには売り上げや批評などの膨大なデータ

の蓄積は、学術的な使用にも十分耐えうるものであるし、なに

よりこのようなデータを同時代的に集積していくシステムは非

常に素晴らしいものである。

中国伝統劇に関しても、同種のデータベースが構築できない

ものだろうか。しかし、これは日本に住む我々にとっては、現

実的に困難な課題でもあり、現地の研究機関や個人との協力が

不可欠である。将来、京劇上演データベースをWWW上に公

開し、だれもがデータを登録できるオープンデータベースとし

て運用すれば、そのような活動の拠点として利用することも可

能になろう。

理想的な学術データベースとは、構築の過程で教育・研究効

果が得られ、作成されたデータベースからは従来にない新たな

知見が得られ、かつコラボレーションの拠点として利用しうる

ものであると、筆者は考えている。京劇データベースが、その

ような理想的な学術データベースとして完成できるよう、今後

とも努力を重ねていく所存である。

注 7	 The	Internet	Movie	Database。	
http://us.imdb.com/	
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2004 年夏期

山西省・陝西省現地調査報告

中国都市芸能研究会では、継続的に華北

地域におこなわれる皮影戯、およびその文

化・宗教的バックボーンについて共同研究

を行ってきた。これまでに現地調査を実施

した地域は、北京をはじめとして、河北

省・山西省などにわたっている。

2004 年の現地調査では、一昨

年、学術振興会補助金によるプロジェク

ト「近代北方中国の芸能に関する総合的研究－

京劇と皮影戯をめぐって－」（平成 14 ～

16 年度、基礎研究（B）（1）・課題番号

14310204）の一環として実施した山西省

現地調査を補完する目的で、孝義市・運城市

を訪問した。同時に、多種多様な皮影戯が現在

も行われている陝西省東部に調査対象地域を

広げ、陝西東部地域の代表的皮影戯について

概略的な調査をおこなった。以下は、その概

略および収集資料に関する、速報的な報告で

ある。
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2004 年夏期山西省・陝西省 
現地調査の日程と概要

千田　大介

はじめに

今次の調査に参加したのは、氷上・二階堂・山下・千田の四

名である。氷上・山下・千田（以下、本隊）は全行程を共にし、

二階堂は運城を拠点とした宗教施設調査のみに参加した。

1. 日程

	2004.8.22	本隊	 北京より太原に移動

	 23	 本隊	 午前：山西省戯曲研究所訪問

	 	 	 午後：孝義市にて、皮腔皮影戯調査

	 	 二階堂	 西安より入国

	 24	 本隊・二階堂

	 	 	 午前：それぞれ運城に移動

	 	 全	 午後：運城関帝廟見学

	 25	 全	 永楽宮・常平関帝祖廟等見学

	 26	 本隊	 西安に移動

	 	 二階堂	 西安に移動後、北京へ

	 27	 本隊	 華陰県にて、老腔皮影戯調査

	 28	 本隊	 華県にて、碗碗腔皮影戯調査

	 29	 本隊	 礼泉県にて、弦板腔皮影戯調査

	 30	 本隊	 北京へ

2. 山西省調査概要

（1）山西省戯曲研究所

同研究所では、現在、山西省戯劇文物文献データベースの構

築作業を進めている。同研究所が所蔵する、文献・博物資料の

総合目録オンラインデータベースであるが、一部資料について

＊	 本稿は、日本学術振興会科学
研究費・基盤研究 B「近代北
方中国の芸能に関する総合
的研究―京劇と皮影戯をめ
ぐって―」（平成 14 ～ 16
年度・課題番号 14310204）
による成果の一部である。
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はオンライン公開する予定であるという。完成の暁に

は、同研究所所蔵伝統劇資料へのアクセシビリティー

が格段に向上することが期待される。

待望久しい『山西地方戯曲彙編』皮影・木偶巻は、

訪問時にはまだ完成していなかった。2004 年秋には

刷り上がる予定とのことであるから、本誌が刊行され

る頃には刊行されていることと思われる。

同研究所ではこのほか、山西省の伝統劇の劇目と解

題とをまとめた『山西戯曲劇目考略』といった書籍も、

刊行に向けて準備を進めているという。

（2）孝義市

晋中皮影戯の中心地として知られる孝義市には、古

くからおこなわれていた皮腔と、清末に陝西より伝播

した碗碗腔、二種類の皮影戯がある。しかし、現在、

孝義市皮影木偶芸術博物館の皮影劇団などではもっぱら碗碗腔

がおこなわれており、皮腔皮影戯は絶滅に瀕している。

今回訪問調査した武海棠氏（66）は、数少ない皮腔皮影戯

の老芸人である。武氏は清末当地に存在した皮影・木偶劇団、

二義園を経営していた一族であり、既に六世代にわたって皮影

戯に従事している。

今次の調査では、孝義市郊外の必独村の武氏宅を訪問し、武

海棠氏の経歴・家系、劇団の変遷、旧時の具体的な上演状況

について聞き取り調査をおこない、あわせて武家班、および

2002 年度に訪問調査した梁全民氏による、碗碗腔・皮腔皮影

戯の上演を鑑賞・記録した。

上演者

唱・操作：梁全民（73）・田生蘭（62）・武海棠・武

愛屏（39）、鼓板：武偉偉（23）、琴師：武海花（40）、

伴奏：武建平（37）、伴奏：于雲平（38）

上演演目

◦碗碗腔

「桃花記」（唱・操作：梁全民・田生蘭）、「収五毒」

（唱：梁全民、操作：田生蘭）、「五賢牌・選段」（唱・操

武家班の上演
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作：武愛屏）

◦皮腔

「鬧朝歌」（唱・操作：武海棠）、

「四表四唱」（唱・操作：武海棠）

（3）運城市

河東地域の中心都市である山西省運城

市を拠点として、同市近郊に分布する宗

教施設を訪問・調査した。

a) 解州関帝廟

関羽の出身地である運城市解州鎮の同

廟は、全国最大の関帝廟として知られている。同廟の雉門は、

本殿に面した側の階段の上に板を渡して舞台とする、所謂「過

路戯台」になっており、保存状態も良好である。

b) 永楽宮

運城市芮城県龍泉村。呂洞賓の出身地とされる、道教全真教

の三大祖庭の一つ。現在の廟宇は、三門峡ダムの建設にともな

い、1950 年代に移築されたもの。多数の元代の壁画が保存さ

れていることでも知られる。元代白話文碑を含む、多数の碑刻

が保存されている。

今回の調査で、清代の建築である宮門が、過路戯台構造に

なっていることを確認した。

c) 五龍廟

解州関帝廟雉門

永楽宮の西の農村にある。清代の小戯

台が現存するが、前面には壁と扉がしつ

らえられ、農家の倉庫として利用されて

いるようであった。

d) 常平関帝祖祠

解池の南、解州関帝廟の東数キロに位

置する。関羽の祖先を祭ったものである。

建築・鋳鉄像の多くは明清代のもの。

3. 陝西省調査概要

今次の陝西省現地調査に関しては、現

永楽宮過路戯台　階段上部に板を渡すための切れ込みがある。
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地の研究・工作者である、陝西省民間芸

術劇院の楊飛・李淑文夫妻に、劇団や芸

人との連絡などの手配を依頼した。

現地調査では、今後の継続的な調査を

にらみ、各地域の皮影戯の概略を把握す

ることに主眼を置いた。このため、イン

タビューの質問項目は、芸人の経歴、劇

団の変遷、上演方式と環境などにとどめ

た。

なお、以下に記す上演者名・役割は、

（3）華県

老腔に対して時腔とも称さ

れる、碗碗腔皮影戯について

調査した。訪問地は、華県呂

家塬村。

インフォーマント

呂重徳（61）

劇団

華陰老腔皮影戯

鑑賞時に劇団員もしくはその家族に書いてもらったものを、そ

のまま転記したものである。

（1）華陰県

陝西省で最も歴史が古いとされる、華陰老腔皮影戯の芸人、

張軍民氏（55）宅を訪問してインタビューを実施し、実演を

鑑賞・記録した。また、張氏が所有する台本の題目を記録し、

一部台本については全編を撮影した。

劇団

華陰県老腔皮影芸術団

上演者

演唱：張軍民（55）、板胡：劉亜倉（53）、敲板：李海

泉（52）、簽手：衛興保（63）、後曹：李月明（60）

上演演目

「虎牢関」、「薛仁貴月下表功」、「臨潼闘宝」

「王文秀遊花園」

五龍廟戯台
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劉璟氏へのインタビュー

呂重徳興進皮影社

上演者

前手：呂重徳、扡手：劉正宏（60）、二胡・幇

扡：劉華（62）、硬弦：劉興文（55）、後槽・

鈴鈴：劉建平（40）

上演演目

「売雑貨」、「火焔駒・打路」、「金碗釵・供水」、

「卜浪沙・撐船」、「刀劈韓天倫」

（3）礼泉県

西安の西北、咸陽市礼泉県は、陝西西路皮影戯の代

表的声腔である弦板腔の発祥地である。弦板腔が形成

されたのは清末民初であるが、解放後に上演・演唱方

式などが改革されている。調査地は、同県五都村。

同地の芸人である劉璟氏（52）への聞き取り調査

および実演鑑賞・記録をおこなうとともに、劉氏が所蔵する台

本 50部余りを購入した。その詳細については、山下一夫氏の

報告をご参照いただきたい。

劇団

劉璟弦板腔皮影社（史徳皮影社、新声皮影社合同上演）

上演演目：演唱者

「関羽取長沙」：劉璟、「鷄爪山」選段：劉建桂（40）、

「孫夫人祭江」：劉文侠（40）、「黄雀寺・降香」：馬春萍

（39）

呂重徳氏

おわりに

以上、今次の現地調査の概略について

報告してきた。はじめにも書いたよう

に、これはあくまでも速報的な報告であ

り、現在、今次の現地調査で得られた情

報の整理・考察を鋭意進めているところ

である。その成果は、遠からず本誌誌上

にてご報告できることであろう。
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2004 年度新収皮影影巻目録
――陝西省礼泉県弦板腔皮影――

山下　一夫

1. 解説

　中国都市芸能研究会では、中国各地の皮影戯の演目資料を

保存し、またこれを研究・分析するため、様々な皮影戯台本の

収集・整理作業を行っている。これまでにも冀東、湖南、北京

西派などの影巻を収集しており、またその研究成果については

一部を本誌掲載の『解題』や会員の論考として発表してきた。

さて今回、2004 年度夏期に行った現地調査では、陝西省礼泉

県を中心に行われている弦板腔皮影戯の台本（影巻）のコレク

ションを収集することができた。これは、インフォーマントと

して協力して頂いた老芸人の劉璟氏の旧蔵になるものである。

いずれも劉璟氏自身を始めとして、任天福、程淩月、程付

坤、程徳恆、劉継鑫、王清一といった劇団の関係者と思われる

人物によって抄写された写本であり、『青化塬』が三冊となっ

ている以外はすべて一冊本である。うち、『薛家三上墳』に

1963 年の記年があるのを除けば、他は任天福氏抄本がいずれ

も 1978 年と記されているなど、ほとんどが文化大革命終結後

に抄写されたものとなっている。サイズについては 22cm×

23cm のものと、19.5cm × 27.5cm のものに大別される。な

お、今回の調査で目睹した限りでは、華県、華陰県の皮影戯で

用いられる台本は基本的には前者に依っているようであった。

また後者は劉璟氏の抄写分が中心だが、他にも数件の台本がこ

れに従っている。

今回調査を行った陝西省の皮影戯の中で、華県の老腔や華陰

県の碗碗腔などは現在も複数の劇団が活動しており、調査報告

や映像資料なども幾つか出版されていて、上演演目などについ

＊	 本稿は、日本学術振興会科学
研究費・基盤研究 B「近代北
方中国の芸能に関する総合
的研究―京劇と皮影戯をめ
ぐって―」（平成 14 ～ 16
年度・課題番号 14310204）
による成果の一部である。
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てもある程度の手がかりは得ることができる。しかし礼泉県弦

板腔については資料が少なく、しかも現在では劉璟氏の劇団し

か残っていないに等しい状況にある。その点で、氏のいわば劇

団一つ分の所蔵影巻は、弦板腔皮影の上演演目について研究す

る基礎的資料となり、これを分析することによって、陝西の他

地域の皮影戯や人戯などとの比較研究へと進むことができるも

のと思われる。

なおこれらの影巻は、整理研究の後、慶應義塾大学メディア

センターに寄贈・公開する予定である。

2. 目録

タイトルはいずれも書皮所載のものによる。明らかな誤字と

思われるものもあるが、特に変更は加えていない。

（1）劉璟氏抄写本

張奎破免池	 火焼葫蘆峪	 高西伐魯	 三顧茅廬

西涼与馬超	 夜明珠	 倒鴛鴦	 食盒換子

鍘懐英	 取四郡	 宛城与張秀	 北平借将

瓦橋関	 白宮	 蝴蝶杯	 富貴図

佘堂関	 鍘趙王	 雲河	 烏雲駝

九龍

（2）任天福氏抄写本

女将	 四花	 用水	 冷川

（3）程淩月氏抄写本

進風駒・蘇龍篡位	 釵	 衫

（4）程付坤氏抄写本

迅雷駒	 木門道

（5）張氏抄写本

西成	 汴京赴晏

（6）程徳恆氏抄写本

梓桑関

（7）劉継鑫氏抄写本

苦肉計

（8）王清一氏抄写本
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青化塬（三冊）

（9）羅氏抄写本

五牛分屍

（10）抄写者不明本

君臣夢	 馬跳潭溪	 蜜蜂	 両狼山

火焼連営	 鳳儀亭	 火牛計	 追風駒	

老爺出五関	 四花玩灯	 薛家三上墳	 松

鞭打至禁門	 騰霄足	 菊蓮帕

その他タイトル不明四種

中国都市芸能研究会サイト、リニューアル

中国都市芸能研究会では、当初よりインターネットを利用した研究情報の交換・発信につとめてきました。

かかる研究情報化の拠点である中国都市芸能研究会Web サイトを、2004 年春、大幅リニューアルしました。

今回のリニューアルでは、URL が従来の http://wagang.econ.hc.keio.ac.jp/chengyan/ から、http://wagang.

econ.hc.keio.ac.jp/~chengyan/に変更になりました。チルダ（~）一つだけの変更ですが、お間違えないよう

にお願い致します。

サイトの構築・運営に、昨今注目を集めているWeb サイト作成・管理システム、Wiki エンジンの一つ、

PukiWiki を採用しました。これにともない、科研費報告書および『中国都市芸能研究』のバックナンバーを

全て PukiWiki 上に公開しました。従来の PDF に比べて格段に軽く、かつ全文検索もできるようになりました。

このほか、『中国都市芸能研究』誌上に連載中の焦循『劇説』の校訂・訳注を、専用の PukiWiki 上に公開し

ています。中国都市芸能研究会が科研費による研究

の一環として構築した『曲海総目提要』全文データ

も同 PukiWiki 上に公開しており、古典戯曲を研究す

る上で非常に便利なデータベースとなっております。

リニューアルにともない、従来にもまして迅速か

つ豊富な研究情報発信を進める予定です。今後とも

中国都市芸能研究会サイトを積極的にご活用頂ける

と幸いです。
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中文提要

簡介周良材著〈亦嗔亦喜的藝術人生〉 藤野　真子

本文介紹周良材先生與中國城市戲曲研究會江南小組的交流，並就〈亦嗔亦喜的藝術人

生〉的內容及其在中國戲曲研究及現代史研究上的意義進行了淺論。

文革時期的斯坦呢體系批判―革命現代京劇與沒有“人”的舞臺	 平林　宣和

高義龍、李曉主編的《中國戲曲現代戲史》給戲曲現代戲的定義是“在中國共產黨的直接

領導下，用革命的理論武裝起來，以戲曲形式反映了新的人物，新的世界”的戲曲作品。在

1949 年以後所創作的戲曲現代戲中所謂的革命現代京劇，也就是樣板戲，可以說最符合高、

李所下的定義。毛澤東反復強調，工農兵應該是戲曲舞台上的主人翁，因此戲曲現代戲一直追

求怎樣塑造無產階級工農兵，尤其是英雄人物的舞台形象。於 1969 年開始的斯坦尼體系批判

是從演員的表演排斥了演員個人的思想、感情和下意識活動，使英雄人物名符其實地變成了更

完整的“樣板”。“崇高而光輝的無產階級英雄人物形象”可以說是以這種原理為主要組成部分

的一種藝術實驗品。

2004 年廈門、泉州地區寺廟調查報告	 二階堂　善弘

本文報告廈門南普陀寺、泉州天后宮、開元寺、通淮關岳廟、寶海宮、富美宮、泉州府文

廟泉州縣城隍廟、泉州府城隍廟、泉州元妙觀、泉州東岳廟、白耉廟、花橋慈濟宮、泉州二郎

廟等寺廟之情況。

燕影劇的編撰―德國漢學家與北京西派皮影	 山下　一夫

《燕影劇》為一部北京皮影戲劇本的總集，1915 年在德國出版。本文對其編撰過程進行

探討，以了解二十世紀初德國漢學家研究皮影戲的情況。

京劇演出數據庫的構建與瞭望	 千田　大介

中國城市戲曲研究會正在研制“京劇演出數據庫”，目前我們已經成功數字化《五十年來

北平戲劇史材後編》和《順天時報》，並用《五十年來北平戲劇史材後編》來開發評估版本數

據庫。該文介紹數據庫的結構，實證它戲劇研究上的可用性，並淺談將來的發展計劃和瞭望。
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