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終わりに 
 

はじめに 

 筆者が 2009 年度本学に創設された特別研修制度を利用して、南方演劇関係の文物調査で浙

江省紹興市を訪れたのは 8 月中旬の前半 6 日間である。たまたま 7 月末から 8 月上旬にかけて

浙江省南部沿岸に大型の台風が上陸し、台湾では豪雨と強風のため多数の死者・行方不明者を

出すなど甚大な被害があった他、大陸でも温州市や台州市を中心に広範囲で水害がもたらされ

た。筆者の紹興訪問はその直後であったが、幸い同市は大した被害もなく、市内に保存されて

いる古戯台の実地調査に支障を感じることはなかった。滞在中、降雨によるホテル待機を余儀

なくされた一日以外は晴天が続き、映像資料の収集に好都合ではあったのだが、台風一過本格

的な夏の到来で、この間気温はずっと 35℃を超えていた。もともと長江下流域一帯は夏の酷暑

では中国全土でも指折りの地域であるが、とりわけ紹興市は江南地方特有の水郷都市で、街中

を「水溝」と呼ばれる大小のクリークが縦横に走っているので、この季節は湿度が高くじっと

していても汗が滲み出してくる。約一週間野外での取材活動を中心にほぼ一人で歩くという強

行軍で、連日炎天下の映像収集作業は体力的に相当辛く、思い返すと体調を崩すことなく無事

に調査を終えられたのが不思議なくらいであった。 

 今回の古戯台訪問は、時間上の制約から直接訪れ得る場所は市街区およびその周辺地区のみ
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に限られていた。具体的には市中心部の越城区及びその周辺の紹興県と南部諸曁市の一部であ

る。紹興の古戯台については、後述するように既に数回にわたって綿密な学術調査が行われ、

詳細な研究報告が単行書として公刊されているので、もとよりそれ以上の新たな知見が多く望

めるわけではない。そこで、 初から大きな成果は期待せず、大まかな交通地図だけを頼りに

たっぷり時間をかけ、自分の足で現地を訪れることにした。越城区は近年街路の拡幅が進み、

バスによる公共交通もよく整備されているので、これを利用して現地近くまで向かい、そこか

ら徒歩で現地訪問という方法が便利である。勿論、いざ始めると、いかに地方都市とはいえさ

すがに広大な中国の街のこと、目標を探し当てるのは容易ではない。また、何とか辿り着けて

も運悪く管理人が不在で中に入れない（偏門路跨湖橋馬太守廟内戯台）、或いは水路側に面した

舞台の周囲に新たに人家が建てられて近づけず（二環西路鐘堰頭戯台）、肝心の戯台の映像をカ

メラに収められないといったケースも珍しくはなかった。 

6 日間の滞在中に訪問した古戯台は 8 ヶ所、そのうち映像が収集できたのが 6 ヶ所である。

残存する古戯台の数から言えば大いに不満は残るが、この後訪れた寧波市や金華（蘭渓）市に

ように地元の演劇専門家の現地案内がないという条件下ではある程度予想される結果とも言え

る。その中で、偶然郊外のある農村において土着的な宗教祭祀のありのままの姿を目睹し、同

時に伝統演劇の実演を映像資料として入手できたこと（後述）は無上の幸運いう他はない。ま

た、それ以外でも、今回の現地取材を通じて、①都市または郷村における古戯台の保存・消滅・

移設・創建の実態。②古戯台における伝統劇上演の状況。③歴史劇創作のプロセスにおける史

実と虚構の関係など、従来筆者の問題意識にはなかった古戯台及び伝統演劇に対する新たな視

点を持ち得たことは意義深いことであった（ただし③については独立したテーマとして扱うべ

き問題なので、本稿では取り上げず、後日稿を改めて述べるつもりである）。 

以下、これら問題を念頭に置きつつ、今回の紹興伝統古典演劇調査のあらましを述べてみた

い。個別の戯台の訪問に関する記述の順序はほぼ実地調査の日程に沿ったものである。時間不

足で調査ができなかったものは勿論、事前調査の段階では存在の記録があっても実際現場には

残っていなかったり、足を運んだものの所在の確認ができず映像その他の入手が叶わなかった

ケースも少なくなく、それらは全て省いてある。 

 

1. 紹興と伝統地方劇 

文豪魯迅や革命烈士秋瑾の故郷として知られ、また日本でも馴染み深い銘酒の産地としても

名高い紹興は、中国伝統古典演劇史の上でも極めて重要な意味を持つ街である。唐宋時代に民

間で流行した伝統芸能に関する現存資料、ことに参軍戯 1)・諸宮調 2)・雑劇 3)等に関する資料に

は「越州」（紹興の古名）の文字が頻見し、紹興一帯が古くから戯劇に縁深い土地であることを
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如実に示している。北方系音楽が演劇界を席捲した元時代にも、越州の民間には独自の音楽に

乗せた、楽器の伴奏を伴わない通俗的な歌曲があり、それは明初に至って「余姚腔」を形成し

江南一帯に大いに流行、後世の地方劇に多大な影響を及ぼした。時代が下って明代中期以降南

方系楽曲に乗せた南戯が隆盛期を迎えると、越州は江蘇省蘇州と並んで演劇創作の中心地とな

り、徐謂、王驥徳、葉憲祖、孟称舜ら著名な文人作家を輩出したことは周知の通りである。 

以上のように、紹興は明代以前の古典演劇史上においても重要な位置を占めているのだが、

清代中期以降の近代演劇に至るとその地位は一層の重みを持ってくる。特に清乾隆年間を境に

一世を風靡した崑曲が衰退を始めると、江蘇・浙江両省では各地で独自の言語と音楽に合わせ

た新たな演劇（乱弾・灘簧）が急速な発達を遂げた。紹興地方では紹興乱弾（現紹劇の前身）、

諸曁乱弾、余姚灘簧（現姚劇の前身）が陸続と誕生し、百花争艶の様を呈する。これらの新興

地方劇は相互に影響を及ぼし合い、また隣接する安徽省の楽曲も吸収しながら更に新たな楽曲

と地方劇を生み出していった。そうした中で、紹興府南東部嵊県（現嵊州市）の農村で半農半

芸の小規模劇団が俚俗の小曲を中心に演じていた地方劇「小歌班」が、アヘン戦争以後急激な

人口集中で未曾有の活況を呈していた新興都市上海に出て成功を収めたのが紹興文戯、すなわ

ち現越劇の前身である。数ある古典地方劇の中で、現在京劇と並んで も重要な劇種とされ、

地域によってはむしろ京劇を凌ぐ人気を博する越劇の発祥の地が紹興の農村地帯であることは、

わが国では意外に知られていない。 

当初越劇は男優数名の小劇団として始まったが、その後男女混成の形態を経て女人班、つま

り女優たちのみによる上演という独特の形式を編みだし 4)、一躍南方演劇の王座に就いた。民

国初年から抗日戦争時代を経る間に他の南方地方劇が次々に衰退してゆき、今世紀に入ってか

らは消滅の危機にあるものさえ珍しくない中で、越劇はその軽快な歌曲や華麗な身振り、美し

い舞台衣装が親しまれ、現代においても演劇好きの高齢者のみならず、若者を含む広い年齢層

の人々に浸透している。今回の特別研修期間中に江南・華東地区の 13 都市を訪れ、伝統地方

劇関係の資料として書店などで販売されている DVD、VCD、CD 等の音像メディアを調べた

のだが、古典演劇の中では京劇・崑曲と並んで越劇のソフトが非常に多かった。浙江省の他の

地方劇、例えば紹劇・婺劇（金華市）・甬劇（寧波市）・瓯劇（温州市）等が、地元の店以外で

は当該の音像ソフトを見つけることが困難なのに対し、越劇のみはいずれの街でも必ず店頭に

置かれ、誰でも容易に手に入れることが出来るのである。また、紹興市を含む浙江省の市街地

区及び郊外の郷村地区を歩いた際も、しばしばラジオ放送などから流れる古典劇の旋律を耳に

し、また多数の地元愛好者が公園などの公共施設に集って思い思いに歌曲の演奏を楽しむ風景

を目にする機会があったが、そのほとんどが越劇であった。 

多くの愛好者を持つ越劇は、興行的にも十分な収益が上がるため、制作・公演に携わる専業
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のスタッフも多い。現在、浙江省の主要都市の多くで市政府が越劇専門の演出家や俳優を擁す

る公設劇団を運営している他、大小様々の私営劇団が活発な活動を展開している（後述する、

越城区の農村で実演に接した劇団もこうした私営劇団の一つである）。また、越劇は創作活動が

盛んで、数ある地方劇の中でも特に多くの新作を生み出しており、古典劇・現代劇を問わず優

秀な作品には発表の場が提供される。 

中国政府は伝統芸能の振興・保護に力を入れ、特に各地の古典地方劇の継承には注力してい

るが、越劇は 2005 年京劇や崑曲などと並んで も重要な無形文化財（中国では首批国家級非

物質文化遺産と称する）に指定されている。後継者の養成にも熱心で、上海市をはじめ江蘇・

浙江両省の戯劇学院には越劇専門のコースが設けられ、俳優や作家を目指す若者にとっても、

環境は頗る恵まれているといってよい。 

一方、同じく紹興地方を発祥地とし、越劇より長い歴史的を有する紹劇（魯迅が短編小説「社

戯」の中で回想している故郷魯鎮で見た芝居は、この紹劇の前身である紹興乱弾だろうといわ

れている）も命脈を保っており、2008 年には第二批国家級非物質文化遺産の指定を受けている。

中でも西遊記の一段を脚色した「三打白骨精」は、孫悟空俳優として名高い六齢童の名演技を

以て今日全国的に知られるようになった。また、余姚灘簧に源流を持つ姚劇は解放後、古典劇

よりはむしろ「白毛女」や「小二黒結婚」といった革命時代の逸話や小説を劇化した現代劇と

して発展を遂げた。文革時代には強制解散を命じられたものの、文革収束後直ちに復活し、2008

年には紹劇と同じく第二批国家級非物質文化遺産の指定を受けている。 

 

2．紹興市市街区の古戯台 

紹興市は越劇を含めた古典演劇の上演に力を注いでいるばかりでなく、地方戯関係の文物の

保存にもきわめて熱心な街である。特に古典劇専用の舞台、いわゆる古戯台に関する資料につ

いては、公的・私的機関双方で綿密な調査が進められており、学術的な成果がまとめられてい

る。そのうち、市の文物管理局等による公的機関の調査記録を別にすると、現在我々が目にす

ることのできる も詳細かつ網羅的なものは 2000 年 5 月上海社会科学院から上梓された謝涌

涛・高軍編著『紹興古戯台』（以下、『古戯台』と称す）であろう。後記の記述によれば、同書

は紹興市の古戯台調査は 1980 年代半ばから全国的に推進された歴史的文物の発掘・保存活動

の一環として 86 年に文物管理局が第一次調査を始め、10 数年を費やして歴史文物としての学

術的な分類・研究と写真等の映像収集の成果を整理して出版したものである。多くの貴重な写

真が提供されているばかりでなく、先秦時期の考古学的研究から現在の地方劇の上演状況に至

るまで、紹興地方の演劇史について詳しい解説がなされており、紹興を含めた江南地方演劇研

究には欠かせない一冊である。 
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『古戯台』の記述によると、解放直後の 1952 年の統計で市東部の省界に位置する新昌県県

内に計 827 座、同様に、隣接する嵊県の 1987 年統計では全県に 400 座余りの万年台（野外舞

台）が保存されていた。一方、市中心部越城区の周辺に広がる紹興県では 1986 年統計で 86 座

とやや少ないものの、他の市に比して驚くほど多くの舞台が残されていた（1960 年代半ばから

約 10 年間続いた文化大革命時代には、封建社会の旧弊の象徴する物として歴史的価値の高い

伝統的建築物が次々に破壊されたことが知られている。『古戯台』によると、1960 年以前紹興

県には 200 座を超える戯台が残存していたというから、文革当時の破壊活動の激しさが窺い知

れる）。 

ただ残念なことに、近年急激な経済成長に伴って加速度的に進む都市の近代化と周辺地区再

開発事業の煽りを受け、特に市中心部に近い郊外では文革時代に劣らぬほど古戯台などの歴史

的建造物の解体撤去が進んでいるという現状がある。わが国でいう文化財指定（中国では文物

保護単位という）には国家、省、市、県と数段階の等級があり、保護の手厚さもレベルによっ

て相当に異なるが（例えば古戯台については、県級レベルでは残存する建造物の解体に至らな

ければ、他の部分は民家などに改造し、本来の姿を喪失してしまう場合も珍しくない）、いずれ

の等級でも保護の対象となれば少なくとも解体だけは免れる。しかし実際には、道路の拡幅等

のため取り壊された延慶寺街台 5)のように文物保護より政治的要請が優先された例もあり、土

地所有者が個人の経済的事情を理由に保護指定前に撤去してしまうような場合も少なくない。

経済 優先の昨今の風潮の中で、古戯台のような非生産的な文物を保存することは極めて困難

と言わざるを得ない。 

 

以下、今回直接訪問した 6 座の古戯台について、取材時に残したメモをもとに順を追ってそ

の概要を述べてみたい。 

 

2.1 越城区新建南路土穀祠街台…〈阿 Q〉の棲み家に残る露天舞台 

 紹興市に残る古戯台は野外に設けられた固定式の舞台が多く、特に「万年台」と呼ばれる、

反り屋根つきの舞台の後方に俳優が出入りする楽屋が直接付属した様式の舞台が有名である

（ただしこの形式については必ずしも定説はなく、上記の様式とは異なるものを「万年台」と

称する場合もある）。その一方で、同じ露天舞台の中でも減少が著しく、古戯台の保存率の高い

浙江省でも現在ほとんど姿を消してしまったものに「街台」がある。街台とは文字通り市中の

街頭に面して設置された公開の舞台であり、かつては浙江省の風物の一つであった。しかし、

街中でも も繁華な目抜き通りなどにあることが多いため、近年通行に支障をきたすという理

由で取り壊され、ある調査では寧波市象山県爵渓鎮と金華市武義県に各 1 か所、紹興市のもの
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を入れて計 3 座しか残っていないという 6)。 

紹興の旧市街、現在越城区政府公館や魯迅記念館などが密集する塔山街道一帯には 20 世紀

初頭まで幾つかの街台が残されていて、季節毎の祭礼時などには非常な賑わいを見せていたら

しいが、現存するのは土穀祠街台のみである（現行の簡体字標記では「土谷祠」と書くが、写

真に見えるように本来は「土穀祠」が正しい）。土穀祠は五穀豊穣を司る土地神を祀った道廟で、

その歴史は南宋時代に遡る 7)。杭州や湖州など浙江省各地に点在しているが、紹興のそれは魯

迅の中編小説「阿 Q 正伝」の中で主人公の浮浪者阿 Q が寝起きをする祠堂として実名で登場

して有名になった 8)。 

この周辺は紹興旧市街の風情を残す有数の観光スポットで、幅 5m 足らずの狭い路地が縦横

に走り、紹興名物の「臭豆腐」の屋台などが軒を並べる新建南路の中程に位置する。道路の両

端に立てられた 4 本の石柱の上に「鶏籠頂」と呼ばれる独特の形状をした屋根を載せたもので、

平素は普通の通路であるが、芝居を上演する際には通行を止め、柱の間に板を渡し臨時の舞台

を作るようにできている。屋根に掲げられた扁額の文字は「恩沛東陶」、一般の固定式戯台によ

く見られる意匠を凝らした「藻井」や「牛腿」等の装飾はなく、比較的簡素な造りである。『古

戯台』によると、1930 年代には旧正月の灯節や農歴 4 月 14 日の土地神の生誕祭など少なくと

も年間に 5、6 回は芝居が演じられたらしいが、現在は芝居の上演は全くなくなったそうであ

る。 

 

  
新建南路土穀祠街台           土穀祠正面扁額 
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2.2 越城区山陰路河山万年台…都市に新たに生まれる古戯台 

 市の中心部から南西に 3 ㎞、鑑湖風景区南山陰路沿いの河山橋新村に位置する。1994 新た

に創建された露天舞台で、婁官江と名付けられた水溝の畔に建てられている。川沿いに野外戯

台を築くのは紹興一帯独特の様式で、この河山橋の舞台はごく普通に水路脇の平地に立てられ

ているが、地形によって川に橋を架けたり川岸から石製の台座をせり出したりしてその上に舞

台を築くものもある。四隅がせり上がった湾曲の強い大屋根の下に木板の舞台と俳優が控える

楽屋小屋（廂房という）が併設された典型的な「万年台」形式で、台座面の高さは 1.6m、舞

台は幅 5.8m、奥行 5m は紹興では平均的な大きさである。 

 江南一帯の古戯台の特徴は、石材と木材が巧妙に使い分けられ、双方が絶妙のバランスを保

ちながら混然一体となった構造にある。躯体を支える台座や支柱の多くは、長年の使用と高温

多湿の気候の中で耐えられる石材で造られ、一方芝居が演じられる舞台から上の部分は精巧・

華麗な彫刻を屋根・天井・衝立などの随所に施した木造が基本である。紹興の古戯台はほとん

どがこの様式に従っているが、近年は石彫・木彫の優れた職人が減少したため、古戯台修復の

際に本来の凝った造作を復元することは困難になっており、この舞台のように新しく建てられ

る舞台の台座や支柱はすべてコンクリート製で、天井回りの装飾も簡素なものですまされる場

合が多い。ただ、屋根の左右両端に置かれた渦巻き状の龍の飾り（龍吻と呼ばれる）やそこか

ら屋根瓦に沿って落ちる梁の先端に付けられた戯文武将の塑像は精密で美しく、紹興地方の古

戯台の特徴をよく表している。 

 河山万年台のもう一つの特徴は、戯台の正面に並ぶ複数の廟宇である。真正面に位置する「萬

寿庵」の扁額が掛かった廟宇は朱の柱で三つに区切られ、右手からそれぞれ「財神殿」「老関帝

殿」「包公殿」の額が掛かっている。つまり、この建物は特定の神を祭る廟宇ではなく、三人の

神を同時に祀る、三神合祀の廟宇なのである。更に萬寿庵の奥には、別棟で「府山背後張神廟」

「山東李娘娘河南開封府包公」の額が掛かった小さな祠が立ち並んでいる（他に未確認ながら

九天玄母を祀る祠もあるようである）。もともと中国の地方劇は土地神や祖先の霊に奉納するも

のとして発達したものであり、宗教的な儀式と切り離しては考えられない。特定の土地の土着

的な信仰はもちろんのこと、関帝や包公のような中国で も普遍的な神々を祀る祭礼にも演劇

は欠かせないものである。一般的に信仰心が希薄になりつつある現代においても、民衆の生活

に密着した祭礼行事の場としてこうした舞台は大きな意味を持ち続けているのである。 

なお、今回直接目にした河山万年台は、『古戯台』所載の写真と見比べても、壁面の絵や柱

の塗装などの新しさが歴然と判るほどであったが、実は筆者の訪問の 3 か月前、2009 年 5 月

に修復が行われていた。戯台の正面にある、の壁に「河山橋関帝殿修万年台助款名単」、つまり

戯台修復に義捐金を寄せた 180 名の名簿が張り出されていて判明したことである。毎年季節の
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祭礼ごとに上演される演劇は当地の住民には欠かせない行事であって、それに用いる古戯台の

修復・保全には多額の義捐金が供出される。中国の地域社会コミュニティの結びつきはこのよ

うな場面に明確に反映されているのである。 

 

 

山陰路河山万年台全景 

 

  

萬寿庵財神殿                                河山万年台舞台正面 

 

3. 紹興県の古戯台 

3.1 柯橋湖塘郷賓舎戯台…江南の田園風景に融け込む古典建築 

湖塘郷賓舎村は市中心部から北西に約 20 ㎞、奇岩怪石で有名な柯岩風景区の西端から更に

西へ 5 ㎞ほど離れ、杭州市との省界に程近い郷村である。市内バスで 40 分以上揺られ、よう

やく賓舎村の停車場で下りると、川というよりは池に近いほど幅の広い水路に囲まれたのどか
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な田園風景である。人家も疎らで周囲には目印になるものが何もなく、果たして目標の戯台に

辿りつけるかどうかと些か心細くなったが、とにかく気を取り直し地図上の方角だけは見定め

る。農村地帯の戯台は、宗祠・家廟のような私的な建物の内部に付設されるもの以外は、村民

が集うのに便利な村の中心部にあることが多い。恐らくこの賓舎村も他の水郷の村同様川の傍

に沿って村落が開けているであろうと想像し、水路伝いに 20 分ほど歩を進めてゆくと、川の

対岸に小さな集落が見え始め、その先に集落に向かって架けられた橋、さらに近づくと橋のた

もとに暗い朱に塗られた 4 本の柱と屋根の梁、その上に黒瓦を積み重ねた伝統建築の古戯台が

現れる。 

賓舎戯台は三面臨水、背河傍岸（三方を川に接し、舞台は川を背にして設ける）という紹興

古戯台の常套に則った造りをしている。明の創建とする説もあるが詳細な年代は不明。その後

清同治 4 年（1865 年）と民国 7 年（1918 年）の二度を含め数回の修復が施され、1980 年代

に大規模な改修工事が実施、2006 年公布された文物保護条例により紹興県の文物保護単位（文

化財）に指定されている。戯台の傍らに架かる三孔の石橋は俗に戯文橋と称されるが、これも

2003 年に修復されたものである。 

舞台は縦横 5m の正方形、台座の高さ 1.6ｍ、台座・支柱のみ石製でその他は木造である。

舞台上正面側に現存古戯台には非常に珍しい「台唇」あるいは「台舌」と呼ばれる張り出し部

分があるというのだが、当日は舞台上に積み上げられた木材や芝居の道具類の陰に隠れて確認

できなかった。全体の装飾はさすがに時代を経たものに相応しく、前出の河山万年台に比べる

と遥かに手が込んでいる。屋根上の龍吻や戯文武将の塑像はよく似ているが、舞台の背景と天

井上の八角形の藻井には淡彩ながら八仙過海の図柄が描かれ、支柱上部の装飾（牛腿）もきめ

細かい木彫と金色を交えた派手な彩色が施されるなど非常に凝った造りである 9)。 

現在、この舞台で古典芝居の上演がどれほど行われているかについては、残念ながら確かな

情報は得られなかった。『古戯台』の記述によると、旧時この戯台では毎年農歴の 4 月 16 日夜

を徹して南戯の傑作『琵琶記』全本を演じるのが習わしになっていたそうである。その歌声は

夜明けまで朗々と響き渡り、仮に役者は歌の一節でも飛ばしたりすると、罰として 初から演

じ直しになったという。『琵琶記』は 42 齣にも及ぶ大作で、全幕を通しで演じるのは役者にと

っても観客にとっても相当な労力だったであろう。今日そういった行事がそのまま続いている

とは思えないが、しかしこの一事を以てしても、当地の民衆の芝居に対する愛着の強さが窺い

知れる。 

賓舎戯台は紹興市内に残る明清創建の舞台としては保存状態もよく、何より江南地方の水郷村

落の景色に真によく似合う。近代都市の只中に取り残された古戯台だけを見るとわからないが、

湖塘郷のような農村の田園風景の中に置くと、これ以上はないと思えるほど絵になるのである。 
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湖塘郷賓舎戯台遠景 

  

賓舎戯台前景                                賓舎戯台藻井 

 

3.2 華舎鎮張漊村張川廟古戯台…近代都市の中に埋没する文化財 

紹興県華舎鎮は県政府から北へ約 4 ㎞、杭州と紹興を結ぶ鉄道と杭甬高速のほぼ中間地点に

位置する。この地区は紹興市の中でも も古くから開けた地域の一つで、后白洋、馬鞍、壺瓶

山等の古文化遺跡が集中するほか、有名な石造桟橋である古繊道など名勝古跡が点在する。そ

の一方で、ここ数年ここは隣接する安昌鎮等と共に柯橋経済開発区の指定を受け、行政主導で

内外の大企業誘致が活発に行われた結果、近代的なビルが立ち並び、街の景観が一変した。特

に県政府公館から北に伸びる金柯橋大道の沿道はガラス張りの高層ビルや高級ホテルが林立し、

その間を幅 50m 以上の舗装道路が碁盤の目状に走っている。筆者が数日前街頭の売店で買っ

た 2009 年 7 月版の地図でもほとんど当てに出来ないほどの変貌である。この一帯は、かつて

手織紡績で商業的に栄えた場所で、紡績業者の出資により「五里に一廟」と言われるほど廟宇
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が建立され、その多くの戯台には設けられていた。金柯橋大道の途中に「迎駕橋」と記された

石碑が立っているが、これは清の康熙・乾隆両帝が紹興を訪れた場所と言い伝えられ、水路に

かかる石橋の上には屋根つきの戯台があったという。現在、この迎駕橋戯台を含めたほとんど

の舞台は撤去されて跡形もなく、地名にその名残りを留めるのみとなっている。 

そうした明清時代創建の古戯台の中で、今日まで保存されている数少ないものの一つが 

張漊村の張川廟古戯台である。この廟の創建年代は不明、現存の建築は清の嘉慶 6 年（1801

年）に建て直されたものだが、20 世紀半ばに前殿が取り壊され、残った後殿と戯台もその後損

壊が進んでいたにもかかわらず、永らく文物保護単位の指定は受けず放置されていた（『古戯台』

が刊行された 2000 年時点でもまだ保護指定はなかったようで、躯体損傷の進行を危ぶむ筆者

の記述がある）。廟全体が県級の文物保護単位指定を受けたのは、今回の訪問直前の 2009 年 6

月である。 

実は、今回の現地訪問で目標の戯台を発見するのに も苦労したのがこの張川廟である。張

漊村という地名は一応地図上に記されてはいるのだが、現地を訪れるとその近辺は大規模な道

路拡幅のため古民家がことごとく解体・撤去され、なかなか手掛かりが見つけられない。よう

やく見つけた張川廟の所在は、道路脇を流れる水路に沿って細長く伸びた空き地で、建築工事

中の大型マンションの足場に隠れて通りからは見えない場所にある。仕方なく工事中の作業員

に頼んで工事現場の通行を許可してもらい、ようやく目標の戯台まで辿りつくことができた。 

張川廟は 1128 年宋の南渡の折、金軍に追われ南方へ避難する途中の南京康王趙構を助け、

激闘の末壮絶な死を遂げた当地住民の首領杜万春の功を称えて建立したものと伝えられる。戯

台は、前出賓舎戯台に同じく、舞台後ろに廂房を伴った典型的な万年台で、幅 5.5m、奥行き

5m、台座面の高さ 1.4m。『古戯台』所載の写真で見る限り、撮影当時は屋根上の龍吻や天井部

分の藻井等が脱落し、内部壁面の塗装も大部分が剥げ落ちた状態だったようだが、筆者が訪問

した時にはこれらは全面修復されていた。珍しいのは俳優の登場・退場口上の扁額の文字で、

通常は「出将」「入相」、あるいは「龍游」「鳳戯」等が多いが、この戯台の「頌盛」「殊勝」と

いう文字では非常に珍しく、他にあまり類を見ないものだ。建物の保護のためであろうか、舞

台は木製の格子で囲まれ内部の撮影が思うに任せなかったが、鮮やかな淡青色に塗られた天井

に「百鳥朝鳳」と呼ばれる螺旋状の紋様を彫り抜いたドーム型の藻井が嵌め込まれ「万春神奇」

の 4 文字を記した扁額等、非常に丁寧に復元されている。廂房の壁の隅には「戯台修于己卯孟

春 承修匠人州山頂里銭徳鈞」と修繕工事の時期と工匠の名が記され、廟殿の壁には修復費用

を寄付した人々の名が彫られた「功徳碑」が掲げられていて、2004 年に地元住民からの寄付に

よりがなされた修復がなされた経緯を知ることができる。 

ただ、前出の賓舎戯台と異なり、張川廟戯台は立ち並ぶ新興住宅やオフィスビルの中ではい
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かにも場違いな印象である。同じ古典演劇の舞台でありながら、周囲の風景でこれほど違った

印象をもたらすものかと驚いたほどである。張川廟戯台を眺めていると、果たして今後ここで

芝居の実演があるのだろうか、やがて人の目に触れる機会もなくなってしまうのではないかと、

要らぬ心配もしたくなってくる。急激な開発が進む中国の都市部で、近代的建造物群の中に埋

没してゆく古建築の命運を見せられたような、そんな印象を払拭できなかった。 

 

 

張漊村張川廟古戯台前景 

 

    
張川廟古戯台藻井        古戯台壁面重修付記 
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古戯台裏廂房 

 

4. 紹興市南部諸曁市楓橋鎮楓橋大廟戯台…生き残った土地神廟 

今回の紹興古戯台調査のうち、越城区・紹興県以外の地区で唯一訪れたのが、稀代の傾城西

施の郷里として知られる諸曁市の楓橋大廟である。楓橋鎮は紹興市政府のある越城区中心部か

ら南西約 30 ㎞に位置し、諸曁市行きの長途汽車（長距離バス）で省道 S31号線を南下、途中

書聖王羲之の石碑で名高い蘭亭を経由し、約 1時間走ったところにある。大廟は楓橋鎮の中心

部の和平路という繁華街に面しており、廟宇の門構えも非常に立派なのだが、特に街の観光ス

ポットというわけではなく、街路には案内表示などはないし、地元民でもその所在を知らない

人が多い。この日も筆者の他に見学に訪れる者はなく、初老の管理人が珍しい来訪者を相手に

懇切丁寧に廟の歴史などを説明してくれた。 

この廟の成立については異なる二つの説がある。廟内に掲げられた「楓橋大廟重修碑記」で

は、元々この建物は当地の住民丁氏の宗祠として元代に創建され、明の嘉靖年間に勅命で紫薇

侯廟と改名、当地の船大工で人民の敬愛を集めていた楊公（名は儼）を祀り、楊老相公廟とし

た。その後幾度かの増修を繰り返して清代に至り、更に二人の地元名士潘公、柴公（名はとも

に不明）が合祀されて大廟の名を得たと伝えている。今一つは本来の名を楊神廟といい、五代

の時に楊公を主神とし、潘公、柴公が合祀されて三相公廟と称されたのが始まりであるとする

説である（楓橋大廟簡介）10)。いずれにしてもこの廟は清初には香火の絶える日がないほど信

仰を集め栄えていたが、咸豊 11 年（1861 年）太平天国騒乱の 中に戦火で焼失、現存の建築

は清末に地元民の義捐金により再建されたものである。また、この戯台は抗日戦争時代の 1939

年に当時国民政府軍事委員会政治局副部長の任にあった周恩来が、抗日統一を訴える講演を行
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ったことでも知られている。1981 年には諸曁市重点文物保護単位に指定され、2001 年 8 月か

ら 100 万元余をかけて拡張・修繕が実施され、廟内に楓橋歴史文化陳列館を併設して一般に開

放された。 

舞台は頑丈な 4 本の石柱に木製の舞台と屋根を乗せた構造だが、台座高が 2m 強と高く、舞

台は 5.4m 四方とやや大型の部類に入る。紹興市に残る古戯台の中でも豪壮さ華麗さにおいて

群を抜いており、屋根周り、天井裏、支柱接続部とどれをとっても細部まで非常に手の込んだ

装飾が施されている。屋根上の龍吻は渦巻き状ではなく三重に屈曲した形状、そこから梁上の

戯文将の塑像までも複雑な構図でつながっている。天井部分の藻井は異なる文様の三重構造で、

特に中心部の橙色に塗られた「百鳥朝鳳」は木片を一つ一つ彫り抜いて嵌め込んでゆく精緻極

まる組木細工である。屋根下の花鳥風月を象った欄間とそれに連なる石柱上部の牛腿も木彫の

装飾が頗る細かい。 

戯台本体も非常に立派であるが、廟宇そのものの規模が大きく（約 2650m2）、舞台正面の中

庭も舞台左右に設けられた二階建ての看楼（観覧席）も広々していて見晴らしがよい。恐らく

観劇の際にも居心地がよかろうと思い管理人に尋ねると、現在この舞台で伝統古典演劇は上演

されることは滅多になく、普段は老人たちが集って雑談や将棋に興じる娯楽の場になっている

のだそうだ。それでも、旧正月の数日間など季節ごとの祭礼などで年に数度芝居がかかる時に

は、立ち見も含め優に 1000 人を超える地元住民が演劇鑑賞を楽しむとのことである。 

明代には、土地の守護神を祀る城隍廟建築の機運が中国全土で高まり、各街に必ず一つ城隍

廟があったといわれる。城隍廟は通常地名を冠して「〇〇城隍廟」と称するので、楓橋大廟は

純粋な意味での城隍廟ではないが、成立の経緯から見てそれに近い存在であろうと考えられる。

城隍廟は宗祠・家廟と違い公共性の高い場所であるが、これらは「昭穆」（祖先の功労を称えて

その霊を守る）のような明確な目的を持たないため、廟を維持保全する主体が曖昧になりがち

である。文革時代、城隍廟に対する破壊が激しかったのはそのためであるいわれている。その

意味で、楓橋大廟が今日まで良好な状態で保存されているのは非常に幸運だったというべきで

あろう。 
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楓橋大廟古戯台全景 

 

  

古戯台藻井                  古戯台牛腿 

 

なお、諸曁市にはこの楓橋大廟の他に極めて保存状態の良い幾つかの古戯台が残っている。

それらは、いずれも郷村に代々続く旧家の住居内に建てられた家廟に設けられ、「宗祠戯台」と

総称される。これらの宗祠・家廟は文革時代紅衛兵による文物破壊が猖獗を窮めた際にも、住

民の強い抵抗によって破壊の難を逃れ得たのである。諸曁市内で も有名なのは市西部の同山

鎮邊村にある、清光緒年間の 1906 年の建立の邊氏宗祠戯台、中国伝統木造建築の粋を集めた

見事な戯台で、特に旧時の芝居上演の様を、精緻を極めた木彫で象った牛腿の美しさは比類が

ない。諸曁市以外にも、紹興市の南部嵊州市や新昌県にも同種の宗祠戯台があり、このうちの

一か所でも訪れたかったのだが、残念ながらこれらはほとんどが山間の村落にあり、往復に時

間を要するため今回は訪問を見送らざるを得なかった。 
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5. 紹興市越城区鑑湖鎮栖鳧村社廟戯台…郷村における祭祀の実態 

 紹興滞在の 終日、筆者は望外の幸運にめぐり合い、紹興郷村地区で実際に行われている村

芝居上演の様子を目にし、貴重な映像をビデオに収めることができた。これは全くの偶然であ

り、大げさに言えば奇跡的な出会いだったと思っている。実は紹興訪問の後、浙江省温州市で

も地元京劇団の実演を録画できたし、帰国直前の 9 月には厦門市でも福建省の地方劇歌仔戯も

撮影したのだが、いずれも市街区での上演であったし、事前に知人から情報を得た上での取材

だったので、感動の大きさは紹興の時とは比べるべくもなかった。そこで、本章のみは記録し

たメモの原文を出来るだけ残し、当時の筆者のありのままの心情を伝えたいと思う。一部、前

章までの記述と内容が重複することは避けられないが、予め了承頂きたい。 

 

8 月 16 日、紹興滞在 6 日目、夕刻のバスで次の目的地寧波市へ向かうため市街区外に足を

伸ばす時間はなかった。事前に集めた資料を頼りに、市中心部の越城区や紹興県は可能な限り

歩き回ったはずだが、目標とした古戯台に思ったほどには出会えない。江蘇省の蘇州や揚州で

もそうだったが、この紹興も近代化の速度が速く街の変わり様があまりに激しい。至る所で古

い建物の取り壊し、集合住宅の建設、水路の埋め立て、道路舗装等の工事が行われ、旧来の風

景が一変している。残念ながら、下準備の不足を痛感せずにはいられなかった。 

勿論、市街区から遠く離れた郷村地区はこの限りではない。同じ紹興県で、中心部から 20

㎞以上南へ下った王壇鎮には清の咸豊年間重建になる舜王廟があり、境内には全国的にも極め

て珍しい三重屋根の見事な古戯台があることが判っている。その他、市南西部の諸曁市には、

楓橋大廟（前出）以外に山村部の某氏宗祠内に非常に保存状態のよい戯台が数か所残存してい

ることがわかっているし、 新の情報では南東部の嵊州市や新昌県には写真すら公開されてい

ない明時代創建の古戯台が幾つも存在しているという。時間さえ許せば貴重な資料収集が出来

るのだが、今回は諦める他なかった。 

 

朝ホテル近くの西バスターミナルで 18 時発寧波行きのチケットを手に入れる。10 時にチェ

ックアウトを済ませ、荷物をフロントに預けると、市の中心から市バスで 25 分南下し、終点

の坡塘村委員会前で下車する。この付近の鑑湖鎮栖鳧村には当地の伝統的な様式を備えた土地

神廟があり、廟の名や来歴など詳しいデータはないが、境内には越城区内で未調査の 後の古

戯台があるはずである。若い女性の車掌に尋ねると丁寧に道筋を教えてくれたが、無論標識も

何もない田舎道のこと、例によって大雑把な地図と勘だけを頼りに 20 分ほど歩くと、どうや

らそれらしき村の入り口が見えてきた。 

栖鳧村土地神廟の入口までやってくると、大勢の村人が集って境内に机・椅子を配置し、何
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やら催し物の準備中である。圧倒的に老人と子供が多い。ちょうど廟の入口に立って作業を取

り仕切っていた 30 代の若い夫婦に事情を話し、戯台の撮影を頼んだところ、「今日は村総出の

祝儀で、午後から芝居の上演があり、午後と夜の 2 部に分けて深夜までずっと続く。時間が許

す限り好きなだけ見て行け」とは万に一つとも言うべき僥倖である。降って湧いたような幸運

に心を躍らせ、怪訝そうな村人の視線を浴びながら境内に入りビデオカメラの準備にとりかか

る。しばらくすると、舞台正面の正殿を挟んで左右両側の廂房では廟神である包拯と菩薩（と

言っても日本で言う観音菩薩や普賢菩薩とは全く異なるものであるが）の像を囲んで黒衣の老

女たちが読経を始める。廂房の前に置かれた燭台には 20 本ほどの大小二列の紅蠟が立てられ

て濛々と煙を上げ、その横には手作りの料理や供物が机の上にぎっしりと並べられて、祭りの

始まりを待ちわびている。 

 

  
鑑湖鎮栖鳧村土地神廟における祭祀準備の様子           廟神像に祈りを捧げる村民 

 

 戯台は左右 2 ヶ所に分かれた廟の入り口の裏側にあり、本尊を安置した堂に対面して建てら

れている。舞台下の 4 本の支柱はコンクリート製、その他床板下の部分にもコンクリートで補

修がなされているが、それ以外はすべて木造である。創建年代不明、村民に尋ねても知る人は

いなかったが、全体の造りから解放後に建てられたものではないかと推定される。舞台は 5×

6m ほどでこの地方の標準的な大きさ、柱は太く頑丈そうだが造りそのものは極めて簡便なも

ので、屋根裏は梁柱の木組みがそのまま露出しており他の古戯台によく見かける凝った模様の

藻井や柱と屋根構造の接合部分の牛腿などの装飾は何もない。土地神廟というものは基本的に

村の管理であるから、老朽化した場合の修繕などは村政府の手で行われる。部分的な修繕はそ

の都度周辺の業者に委託するが、担当業者は村の守護神の廟とあって、ほとんどの場合無償で

引き受けるのだそうだ。ただ大がかりな修復の場合はそうもいかないので、村民の多くが 10

元 20 元単位で修繕費用を供出することになる。この戯台の 後の修復では、当村の出身者で、

シンガポールで成功したある事業家が多額の捐款（寄付金）を出してくれたお蔭で修復ができ
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たのだという話だった。 

 

 

鑑湖鎮栖鳧村土地神廟内古戯台全景 

 

 村民のうち 40 歳以下の若い世代は解放以後の全国統一初等教育を受けているので普通話が

通じるのだが、圧倒的多数を占める 60 代以上の高年齢層は紹興方言、それも市区から離れた

農村地域のかなり土語色の濃い方言しか解さない。総じて好意的ではあったが、中には外来者、

特に日本人に対する偏見から芝居の観覧や撮影に対し警戒の姿勢を示す老人もなくはなかった。

幸いずっと相手をしてくれた件の若い夫婦と、中等教育を受けたらしい 50 代の闊達な女性が

通訳の役目を引き受けてくれたのでさほどの窮屈は感じなかったが、そもそもこうした宗教的

祭祀というものは閉鎖性・排他性が強くなりがちである。とりわけ写真の撮影や映像の収録に

ついては思いの外敏感な反応が示されることもあるので、場合によっては細心の気遣いが必要

である。 

 

上演される演目は当日まで明かされない。午後 1 時からの開演に合わせ、11 時前頃から劇団

関係者が数台の車に分乗して村に入り、道具の搬入、舞台の配置・飾り付けを始めた。しばら

くすると俳優たちも集まり始め、舞台裏の楽屋で化粧を始めたが、ほとんど 50 代以上の女性

ばかりである。村民の話では、紹興の劇団は大半が民間の職業的団体で、一流から三流以下ま

できちんと格付けがあり、当然ながら公演料にも大きな差がある。自分たちの村が呼べるのは

その中でも二流以下で、一流の、例えば紹興市越劇団のような公的機関が運営する劇団などは

費用がかかり過ぎてとても呼べない、もし一流を見たければ市内の立派なホールで定期公演が
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あると教えてくれた。それにしても、空調も何もない屋外の舞台で 3 時間から 4 時間にわたっ

て舞台に上がり続けるのは高齢の役者には酷だろうと聞くと、今日の越劇などはさほどではな

いが、江南地域の地方劇の中にはアクロバット的な演技を加味した演武戯と呼ばれるものも少

なくなく、これらは演じるだけでも相当な体力が必要であるとのこと。だから、民営の独立系

でも一流の劇団は俳優が皆若く、動きも素早く声量も十分、その違いは一見して判るのだそう

だ。 

 

  

越劇上演前神殿での祈祷の様子             同左 

 

11 時を過ぎると読経の声が止み、村民総出で昼の饗応の支度、手作りの料理を大勢で運び込

み全員にふるまう。菩薩廟の祭礼なので葷菜（なまぐさもの）は一切なく料理はすべて素菜、

つまり精進料理である。外見は褐色で油の乗ったような光沢があり一目肉のように見える料理

もあるが、口にすると材料は小麦粉や豆腐で、蕎麦粉などで肉のような色合いを出したもので

ある。どれも真に素朴な味で、直径 30 ㎝以上もあるステンレスのボールに山盛りの白飯と、

冬瓜と海藻で薄い味付けしたスープと一緒に食べる。私もご相伴に与ることになったが、村民

たちが次々にやってきては湯気の立つ出来たての料理をふるまってくれるのに感激しながらも、

日本人の柔な胃袋では到底食べきれない量に些か閉口、断るのに四苦八苦した。 
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開演前に祈祷を捧げる村民たち           舞台前の広場に並べられた紅燭と精進料理 

 

開演の 1 時になると舞台の前に並べてあった供物が一か所にまとめられ、盛大な爆竹の音と

共に扮装を終えた役者たちによって舞台の上から来場者たちに投げ配られる。続いて伴奏者も

含めた劇団員全員が土地神の像の前に整列、銅鑼、嗩吶（チャルメラに似た管楽器）、板鼓（拍

子木）で賑々しく楽を奏でながら芝居奉納の挨拶の儀式を始める。まず団員の一人が非常に速

いテンポの祷祝の歌を歌い、同じ文句を他の団員が追従、 後に合唱の形で締めくくる。すべ

て紹興方言で、しかも途切れることなく歌うので意味はほとんど解らないが、歌詞の途中に何

度か「保佑」を連呼していること、またその他に「老寿」「福禄」等の字句が含まれることだけ

は聞き取れたので、繁栄・安寧の祈願の祝詞であることだけはわかった。これを舞台左右両側

の廂房と正殿に鎮座する幾つもある御神体の前で繰り返し唱えて練り歩き、約 40 分に渡った

奉納の儀式がようやく終了した。 

 

中国の伝統的な祭祀はほとんど農歴に従って催されるが、芝居の上演を伴うような祭礼は春

節（旧正月。新暦の 1 月末から 2 月初め）と収穫の時期を迎える 9 月（新暦の 10 月ごろ）に

集中しており、その他の時期では御神体の誕生日などに奉納戯が行われる程度であまり頻繁に

芝居がかかるわけではない。特に酷暑で知られる江南水郷地帯の 8 月の炎天下に、それも野外

の舞台で演劇上演というのは観客にとっても役者にとっても苛酷なので、何かしら特別な行事

がない限り芝居は掛からないのが普通である。この日、わざわざ市内から越劇団を呼んで祝い

の宴を設けたのは村在住のある有銭人（金持ち）である。中国では神仏に喜事を祈願し、めで

たく大願が成就した際に還願（願解き）として臨時の祭礼を催す習わしがある。このお大尽に

は一人息子があって、昨年大学受験に失敗し、今年の捲土重来を期して本廟に願懸けをしたの

だそうだ。その信心が通じたのか今年は念願叶って見事合格、しきたりに従い、村民への感謝

と御神体への報恩の儀式として宴を設け芝居を奉納することになったということである。 
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13:30、舞台上に劇団員が集まって伴奏用の楽器類や音響機器の設置・配線をし、間もなく

試弾が始まった。近代的な劇場での地方劇上演では、舞台下あるいは舞台袖に楽団専用の場所

が与えられるが、ここでは勿論そのようなスペースはない。第一楽隊といっても僅か 4 人だけ

の小編成なので、狭い舞台の正面から向かって右側に直接楽器を載せ、拡声用のマイクロフォ

ンを前にして演奏する。楽器は場面ごとの音楽に合わせて鑼、小鑼、嗩吶、板鼓、二胡、琵琶

を取り替えながら演奏するという、至って簡単なものである。 

越劇に限らず、京劇や崑劇、黄梅戯などの地方劇が上演される時には、しばしば舞台脇に小

型の電光掲示板が置かれ、歌曲の部分だけは文字で表示される。歌詞はメロディに乗せた独特

の節回しで歌われるので、それでなくても聞き取りが難しい芝居の専門用語が更に難解になる

ためである。今回の調査で実演に接する機会を得た芝居の現場ではほとんど電光板が備えられ

ていたが、ここだけはそんな設備もないので、歌も台詞も聞き取りは 初から諦めなければな

らない。ともかく時間の許す限り映像を収集し、中身の検討は帰ってからの話である。 

芝居が始まる直前になって、いつの間に掲げられたのであろう、舞台左脇に本日の劇目が書

かれた小さな黒板が立てかけられているのに気がついた。出し物は「趙文華献妻」、劇名そのも

のには馴染みがないが、「趙文華」の名は越劇ではしばしば耳にする。但し、正末（男の主役）

としてではなくあくまで浄や丑（敵役や道化役）が扮する脇役、それも名うての悪役となるの

が常という人物である。 

趙文華本人は明嘉靖帝の時の進士で、奸官厳嵩の腹心として知られ、『明史』巻 196〈侫臣〉

に伝がある。それによると、当時権勢を誇った厳嵩の威を借りて高位高官に上り、当時猖獗を

極めた倭寇の鎮圧に当たったものの、無能で軍事に疎く、害寧ろ功より多き人物であったらし

い。また、「性傾狡」と記されるように甚だ素行悪く、一時は帝の寵愛をあつめたものの 後は

その逆鱗に触れて官を解かれ、絶望の末自ら腹を裂いて果てた。 

無論、厳嵩共々巷での評判は甚だ芳しくないから、芝居に登場するときには決まって悪玉で

ある。厳・趙ら腐敗官僚の悪政を風刺した時代劇の代表には、越劇の連台本戯「十美図」11)中

の一段「盤夫索夫」が挙げられる。「十美図」は 20 世紀初頭、越劇の前身である紹興嵊州の「小

歌班」の時代に創作され、「小歌班」が進化発展した「紹興文戯」の時代にはしばしば上演され

た演目である。とりわけ「盤夫索夫」は人気を博した一段で、1937 年「越劇」の名称が定着し

てから以降は「十美図」から独立した演目となり、越劇のみならず京劇や河北地方の評劇や河

南の地方戯豫劇など数多くの地方劇にも同題材の作品を生んでいる。 

ただ問題は「趙文華献妻」という題名である。『明史』には厳嵩の怒りを買った際、その妻に

金品を贈ってとりなしを求めたという記述はあるものの、趙自身の妻に関しては記載がない。

越劇「盤夫索夫」は、厳嵩を亡父の敵と狙う曾栄が天の配剤により図らずも嵩の孫娘蘭貞を妻
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とし、初めは冷たい仕打ちを繰り返すものの、やがて蘭貞の真心に打たれて夫婦相和すという

筋であるが、ここにも「献妻」という語に該当する情節はない。 

 

 

古戯台上で上演される越劇「趙文華献妻」の一段 

 

結局、この日は寧波行きのバス便に間に合わせる関係で残念ながら観劇は午後の部の途中ま

でで、この芝居の結末を見届けられないままになってしまった。途中まで見た限りにおいても

この趙文華が「盤夫索夫」のそれと同一人物だろうとは想像はついたのだが、字幕無しの歌曲

や役者の扮装や仕草のみで物語の細部まで知ることは容易ではない。概してこの種の古典劇は

予め話の内容を知った上で役者の本領を楽しむが常道である。初めて見る劇を十分に堪能する

などということは、余程の芝居通でもない限り無理な話なのである。未練を残しながら村民た

ちに暇乞いをし、そのままバス停へ向かおうとすると、村長と思しき初老の男性に呼び止めら

れる。この人物は、炎天下に両手でビデオカメラを支えながら撮影を続ける筆者を気の毒に思

い、廟近くの商店でミネラルウォーターや麦わら帽子を買ってきてくれたのである。寧波行き

の事情を話すと、市内行きのバスは 1 時間ほど待たないと来ないから自分がバイクで街まで送

ってくれるという。そこまで好意に甘えては申し訳ないと辞退したのだが、本人はこんな田舎

ではタクシーも拾えないからと、さっさと自宅からバイクで乗り付けてきたので、もはや断り

ようもない。荷台に腰を下ろし、運転手の腰につかまりながら走ること 20 分で市街区のはず

れに到着。名刺を渡し、衷心から謝意を述べると、嬉々とした笑顔で別れを告げ、もと来た道

を走り去っていった。筆者にとって、生涯忘れ得ぬ思い出の一場面になったことは言うまでも

ない。 
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おわりに 

紹興地方では、少なくなったとはいえ古典的な建築技術の粋を尽くした古戯台がまだまだよ

く保存されているし、市街化が進む越城区にもしばしば古典様式の戯台が新設されているのを

見かける。市政府公館前の城市広場には、人工池に面して古戯台を模した舞台が設けられてい

るし、市内をバスで移動した際、新築の集合住宅の敷地や公園などに同じような舞台が置かれ

ているのを目にした。もとよりこれらは模造品にすぎないのであるが、敢えて公共の場所に古

めかしい舞台を作るという行為の裏には、住民の芝居に対する思い入れは勿論、戯台というも

のを地域住民の聚合交歓の場の一つとしての認める中国人共通の意識があるように思えてなら

なかった。将来芝居の上演に使われる機会があれば、これらの模擬古戯台もやがて上に述べた

河山橋万年台や栖鳧村土地神廟戯台同様地方劇伝承の場となるのではなかろうか。 

中国人にとって、演劇というものは民衆の偽らざる心情をストレートに表現する、 も身近

な手段であるといわれる。中でも伝統地方劇は、土地になじみ深い音楽に乗せ、地元固有の言

葉を使って演じられるから、民衆にとってこれほど素直に感情移入できる芸能はない。近年文

化面での西欧化が進み、伝統演劇がかつてのような求心力を失いつつあるのは確かだが、長き

にわたって育まれた芝居に対する強い愛着心がそう簡単に失われるとは思えない。今回の地方

劇調査を通じて、筆者はこれを感じ取った次第である。 

 

 

城山公園前新戯台 
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注： 

1)  唐范攄『雲渓友議』には、中唐の詩人元稹（微之）が唐元和年间（806－820）に越州で参軍戯を得意とした

女芸人劉采春が「望夫歌」120 首の歌を聴いたという記録があり（巻 9「艶陽詞」）、その中の「羅嗊曲」数

曲が残されていたという記録が見える。 
2)  宋洪邁『夷堅志』には、筆者が会稽郡（紹興）の太守であった頃諸宮調を善くする女芸人洪惠惠の歌を聴い

たという記録がある（巻 6「合生詩詞」）。 
3) 宋王十朋『王梅渓全集』には、南宋時期に越州の民間で「雑劇」が流行し、泰山廟の祭祀にかこつけて通俗

的な芝居を演じたことが見える。 
4)   越劇が女優だけの編成となったのは 1923 年秋、嵊県の劇団を率いる金栄水が劇場主の依頼を受け、当時上

海で流行していた女子童班（童女のみの京劇団）に倣って「女子紹興文戯」と称する一座を作ったのが始ま

りとされている（徐宏図「浙江戯曲史」2010 年 3 月参照）。 
5)   前出『古戯台』〈前言〉参照。 
6) 同上。なお、かつて紹興市街区保佑子橋直街にあったとされる頭陀庵街台は解放直後に民家に改造され、現

在は当時の痕跡をほとんど留めていないそうである（同上第三章之三参照）。 
7) 南宋呉自牧『夢梁録』には臨安（現杭州）の名勝西湖周辺の風物を記す記述があり、山川廟、古神等と並ん

で土穀廟の存在が記されている。 
8) 『魯迅筆下的紹興風情』（裘士雄 黄中海 張観達緒 浙江教育出版社 1985 年 5 月）によれば、解放前この道

廟では毎年農歴 4 月 14 日の土地神誕生日の祭礼の時こそ焼香に訪れる者があったものの、平素は閑散とし

て人通りも少なく、阿 Q と同様の貧困層非定住者が棲みついていたそうである。 
9) ただ興味深いことに、屋根上の戯文武将の塑像は河山万年台のそれと酷似しているのだが、龍吻の形状が『古

戯台』所載の写真の屈曲型のそれとは明らかに異なり、比較的よく見かける螺旋状のものに変わっている。

その他梁上のデザインにもいくつか違いがみられ、2003 年当時かなり大幅に手入れが行われたらしきこと

が見て取れる。 
10) 明張岱『陶庵夢憶』巻四「楊神廟臺閣」には「楓橋楊神廟、九月迎臺閣、…扮傳記一本、年年換、三日亦三

換之。…」と見え、当時本廟が楊神廟と称され、毎年秋に台閣（地方戯の一種）の一座を呼んで芝居が演じ

られていたことがわかる。 
11) 長編続き物の一話一話を何日から数十日に分け連続して上演する形式で大戯とも呼ばれる。宗教祭祀用に演

じられる一部の地方劇はしばしばこの形式が用いられ、「目連戯」「済公活仏」などがその代表であるが、北

京のような都市部では、長大な物語の一部のみを独立させた「折子戯」が一般的で、京劇の上演はほとんど

がこれである。越劇も上海に進出した 1920 年代初めまでの紹興文戯時代は連台文戯が中心であったが、租

界経済が安定期を迎えた 30 年代後半からは、都市観客向けの「折子戯」が主流となった。 
なお、越劇と同じく紹興を発祥地とする紹劇にも同名の芝居があるが未見。 
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绍兴古典戏剧探访 

 

KAWASHIMA Ikuo 
 

根据笔者自 2009 年 8 月中旬对中国浙江省绍兴市戏台进行的调查，本文简单介绍了该市市

区及周边地区自明清时期至现代创建的传统建筑样式戏台的保存情况，并叙述了笔者在市区郊外

亲眼目睹的传统古典地方戏的现场表演情况. 

绍兴是中国最有名的水乡之一,市内保留的古戏台也明显地反映着自然环境的影响，它们的

构造都由凿削石料做台基、支柱，屋顶和横梁均刻有木雕，既在建筑风格上有长年耐水不腐朽的

特性，又富有优美、细巧、华丽等江南文化独特的韵味。二十世纪初叶，此类古戏台在绍兴市内

随处可见，之后随着南方地方戏的衰颓，戏台也逐渐减少，60 年代更是遭受了“文革”期间的严

重破坏，到了 80 年代，改革开放经济政策的施行又引起了城市建设的高潮，旧城区陆续不断地

被改造，目前众多古戏台正面临着毁灭的危机。 

    自古以来，浙江省在中国戏剧发展史上占有举足轻重的地位，特别是明初魏良辅创造出的昆

曲曾博得众人的欢迎，迅速流行遍及全国。明中期在绍兴地方曾出现过徐渭，王骥德，孟舜称等

著名的戏剧作家，成为南戏创作的中心。清代中叶以后，江南各地兴起了乱弹、滩簧等新兴地方

戏，呈现出百花争艳的局面。绍兴乱弹(现在改名为绍剧)就是此类新兴戏曲之一，据说鲁迅在“社

戏”中曾提及他小时在古乡看过的戏属于绍兴乱弹的一派。民国成立前后，绍兴嵊县山村的一个

戏班“小歌班”开始在浙江各地表演改编民间故事编辑的戏剧，1917 年他们终于在上海赢得观众

的喝彩。当初小歌班的演员均为男性，不久改为男女混演，1923 年第一副女班在上海获得了空前

的成功，从而女班逐渐取代了男班，1937 年她们表演的绍兴文戏改称为越剧。越剧的特色在于其

“优美抒情”的风格，轻柔委婉的歌曲，光彩夺目的衣裳，这些特点均使越剧拥有大量的观众，

解放后迅速走向鼎盛，目前在全省各剧种中占有盟主的地位。 

绍兴市内现存的古戏台，座座均有独特的历史背景,规模及风格也千差万别。越城区新建南

路有市内唯一一座遗留下来的街台…土谷祠，山阴路河山桥万年台是 1994 年新建的戏台，对面的

社庙是合祀关帝、包公、财神等中国最普遍的诸神的。绍兴县湖塘镇宾舍戏台、华舍镇张溇村张

川庙戏台均体现了“三面临水、背河傍岸”的绍兴传统古戏台的建筑样式。绍兴市南部诸暨市枫

桥镇枫桥大庙，殿宇雄伟壮观，古戏台的屋顶、藻井、牛腿等木雕装饰精美无比，使人对当时高

超的建筑艺术水平深感钦佩。 

由此可见，绍兴市区及周边地区现存的古戏台，既是古代传统建筑技术的集大成，又是对越

剧、绍剧等传统地方戏的发展具有重大意义的历史文物。 




