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【要旨】

北京は、元代以来、多くの戯曲作家を輩出し、中国演劇の発展に大きく寄与した街である。

殊に、今日古典劇の代表と目される崑曲、京劇、越劇等の基となった「南戯」が形成された明

朝以降は、演劇が社会のあらゆる階層の娯楽として定着したが、それらを興行前提の上演形式

によって普及させ , 戯楼・戯園・会館等の他所にない上演施設を発達させたのが首都北京であっ
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た。しかし、現在市内の有形文化財保存が危機的局面にある中、従来の演劇専用舞台、いわゆ

る「古戯台」は解体・移転により市中心部から急速に姿を消しつつある。本稿は、北京におけ

る演劇発達の過程と、戯楼・戯園・会館等の上演施設の個別の歴史を辿りつつ、同地と古典演

劇の関わりの独自性と、それを含めた伝統文化存続の在り方について考察するものである。

This article is concerned with the historical development of Chinese classical dramas in the 

capital Beijing since Yuan Dynasty. In Beijing, based on its social and economic background, 

commercial performance of drama had been generally received all through the periods of 

modern China. From the beginning of the Ming Dynasty, "Nanxi" , which is regarded as 

the prototype of Kunju, Jingju, Yueju, was formed, and theater has become established as 

entertainment of all levels of society. We must pay attention that in the capital city of Beijing, 

the staged form of the show was popularized much earlier than other places. Especially in Qing 

Dynasty, many professional theatrical companies were established, and in order to accommodate 

many spectators, various types of per formance facilities such as "Xilou","Xiyuan"and 

"Huiguan"(guildhall) were built in central area of the city. However, preservation of tangible 

cultural assets in the city is currently in a critical phase, and theaters of traditional style is rapidly 

disappearing due to demolition and relocation. This paper is aimed at following the individual 

history of the theatrical structures in Beijing and exploring the peculiarity of the classical 

theaters' history in this place.

はじめに

中国の首都北京は今や人口 2100 万を超えるマンモス都市と化し、近年この人口爆発を支え

るべく周辺部の開発が急ピッチで進んでおり、街並みの変わりようも尋常な速さではない。最

近では、2008 年の北京オリンピック開催に向けた大規模な都市整備・再開発によって、かつ

て北京の下町風景の象徴であった狭隘な路地街、いわゆる胡同が急速に縮小したことはよく知

られる。現在でも観光資源として保護される一部の地区を除き、旧来の建築物の解体・改築が

進み、古くから旧市街に住み続けていた地元住民、いわゆる「老北京人」の郊外地区への移住

が進んでいる。

それでも個人の住宅や商店・工場ならば、たとえ小規模とはいえ日常的な生活の場として、

あるいは実質的な生産手段の意義はあるが、古建築の中には、地域の歴史的文化的価値は高く

ても、今日の社会的需要から見れば、他に比してずっと優先度が低くなってしまうものも少な

くない。例えばそれは、公的なもので言えば宗教活動の場である寺院や神廟であり、私的なも
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のなら祖先の威光を讃える宗祠などである。こうした非生産的建造物は、急速に人口密集が進

む大都市の空間では、他の需要に押されてどうしても居場所を失い、姿を消していくことを免

れない。とりわけ、筆者のここ数年の関心の中心であった古典様式の演劇上演用舞台、いわゆ

る「古戯台」などは、その典型といっていいであろう。

1.	北京の演劇史と伝統様式舞台

1.1.	近世古典演劇の揺籃

演劇が一大発展を遂げた元代を含め、近世時期の王朝において長らく帝都であり続けた北京

は、当然ながら演劇にとりわけ縁の深い街である。しかし、近世古典演劇の上演に関連する舞

台・戯楼などの有形文化財の保存率は、北方地域で最も多くの遺跡が残存するといわれる山西

省などに比べると決して高くはない。しかも、現在、北京市内に残る演劇上演用の古典様式の

舞台・戯楼は礎石を残すのみのものを含め約 60 余座、そのほぼ全て清代以降の創建に成る建

築である 1)。宋・金・元時代の建築はそもそも非常に稀少であるから別格であるとしても、永

楽朝の遷都以来、順天府と称され 200 年以上の長きにわたって北京に、王城が置かれた明王朝

時代の舞台がほとんど残っていないというのは、些か特殊なことに属する。

明王朝期は、元代に栄えた北方系音楽を基調とする演劇が、独自に熟成されつつあった南方

系音楽の旋律に乗せた歌曲を基調とする演劇に取って代わられ、その過程で両系統の歌曲が形

式・内容の両面で相互に影響しあって洗練度を増し、次々に新興の演劇を産み出すという百花

繚乱の様相を呈した時代である。このような演劇界の変化を最も鮮明に映し出した街が、他で

もない首都北京であった。元初から元中期にかけて、北京は馬致遠や王実甫、紀君祥、楊顕之

など、新たに勃興した北方演劇（元雑劇）の成長・隆盛を支える多くの作家を輩出し、名実共

に演劇界の中心地であった。14 世紀以降、元雑劇が退潮期に入ると劇作の中心は杭州などの

江南地方に移り、さらに元末期には南方各地の固有の古劇と融合して南戯と呼ばれる新たな形

式の演劇が形成された。明王朝成立によって勢いを得た南戯が江南一帯を席捲、特に崑山（江

蘇）、弋陽（江西）、海塩、餘姚（浙江）の四大声腔が最も人気を博し、まもなく北方系演劇を駆

逐して、明中朝の万暦年間にはさらに北上して遂に北京でも流行し始める。当時は、これにや

や先立つ嘉靖年間に、江蘇省崑山地方の民間音楽であった崑山腔が魏良輔、梁辰魚ら地元出身

の劇作家の手で洗練・昇華され、他の声腔を圧倒する人気を持ち始めた頃に当たり、これ以降、

北京の演劇界では崑山腔（崑曲）が、約 100 年にわたって王座に君臨し続けることになる。

1.2.	明代創建の古戯台に関する記録

現在、北京には明代に建築された古典演劇用舞台は残っていないのだが、当時の京城の様子
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を記した文献に舞台の存在が示され、そのうちの幾つかは地名のみが現存し、また何ヶ所かは

清代以降新たに建て直され、その名を受け継いで現在に至っている。例えば、外国人観光客が

頻繁にショッピングに訪れる故宮南側前門の一角に残る広和楼は、現在は真新しい牌坊（門楼）

を残すのみであるが、明代戯楼の名を残す古跡として最もよく知られるものの一つである。清

楊静亭の『都門記略』によれば、広和楼は原名を査楼といい、北宋初の進士査道に遡る名門査

氏一族が、明の万暦年間に順天府に移り住んだ後私邸内に築いた戯楼であった。清代に査家が

文字獄に連座した折に官に没収され、民間に貸し出された後劇場として建て直された 2)。明代

の査楼は乾隆 45 年に焼失したためその原貌については不明な点が多いが、その後ほどなく再

建された清代の劇場・舞台については文書や詳細な絵画等が残されているので、当時に姿がほ

ぼ再現できる 3)。それによると、査楼は周囲を塀で仕切り、外界から隔てられた敷地のほぼ中

心に、屋根付きの露天舞台を設置した形式である。舞台は前左右三面開放の前面せり出し型で、

背面は装飾的な図柄を象った仕切り壁が設けられ、左右に役者の登場口・退場口は分かれて配

置される、清代の標準的な様式である。観客は舞台正面にやや舞台から離れて置かれた日除け

つきの観覧席のほかに、大勢の立見客が舞台正面に陣取り、舞台脇には机と腰掛け並べた茶屋

風の店で芝居を眺める者もいて、当時の戯楼の繁盛ぶりが手に取るように伝わってくる。広和

楼は、その後も何度か火災に遭いながらその都度再建されて命脈を保ったが、清末の光緒年間

には著名な京劇団富連成社の本拠地となって民国初年までの黄金期を形成、一世を風靡した名

優梅蘭芳、馬連良、譚富英、雷喜福らが連日舞台をにぎわした 4)。民国以降、このように舞台、

客席、茶処等を一ヶ所にまとめた旧来の様式の戯楼は次々に取り壊されて姿を消したが、広和

楼は 1940 年代までその形を留めていたという。抗日時代に入ると演劇の上演は下火となり、

一時期日本軍に接収されたが、解放後の 1950 年に北京市文化局の手で近代的な劇場に改築さ

れて広和劇場と名を改め、80 年代半ばまで伝統古典劇の上演が続いた。しかし、その後上演

は下火となり、建物の老朽化が進んだため、2008 年惜しまれながら解体撤去され、現在は原

建築の礎石すら残っていない。

広和楼の辿った創建から消失までのプロセスは、明代に建築された北京の古典演劇用舞台の

歴史の典型の一つともいえる。この広和楼をはじめ、清乾隆年間前後に時期を同じくして建て

られた演劇用舞台を持つ広德楼や三慶園は、北京に残る古典演劇用舞台としては最も長く原形

のまま上演に供されていた。しかし、これらは全て民国初年に大がかりな改修が行なわれ、解

放後に原建築を解体撤去した上で近代的な劇場に改築されているため、創建当時の姿を今に伝

えているものはない。ただ、「～楼」「～園」等の名からして、遊興・娯楽用の独立した建物であり、

その大多数が前門など旧北京中城の繁華街に位置していることからも、演劇用の舞台は興行を

前提として建てられたものであることは間違いない 5)。
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今日、中国各地には夥しい数の伝統建築様式の演劇用舞台が残されており、全国的にその数

が最も多いと言われる山西省一帯や長江下流の江南地域では、至る所でその地方特有の様式を

持った古戯台を目にする。郷村部では地元の信仰・宗教の拠点である神廟や旧家の宗祠、都市

部ではこれに加えて同郷者ないし同業者組合の活動拠点である公所や会館、あるいは郷紳・豪

族の私邸などが主な設置場所である。当然ながら、これらは地域により、あるいは創建時期に

より、規模も形状も千差万別なのだが、その大半が野外の舞台であるという点では共通する。

神廟や宗祠、公所・会館の舞台は、多くが塀で囲まれた敷地内にあって、外から見ると閉鎖型

のように見えるのだが、中に入ると舞台自体は全体あるいは一部が屋外に露出している場合が

ほとんどである。

もともと中国における演劇の上演は、宗教祭祀や婚礼あるいは地域社会の慣習的行事に関連

する儀礼であれ、どちらかと言えばある種の「公的な」催しとしての性格が強かった。興行的

な演劇の走りともいえるのが、宋代に都の汴京や臨安に設けられた演芸場で行われたでは多種

多様の戯劇で、これらの上演用舞台には密閉式のものがあったという説もあるが、今日ではそ

の痕跡は全くなく、当時の様子を知る術はない。その一方で、元・明以降、特に郷村部におい

ては、地域コミュニティのシンボル的な意味で、今日見るような固定式舞台が陸続と建てられ

るようになった。そこで演じられる戯劇は、旧来の「公的な」性格を基本的に維持したもので、

従って、芝居の享受者は血族、同郷、同業と言った「限定的な範囲内」での不特定多数の「観衆」

であった。それゆえ、舞台という建築物そのものが、多分に「公」の場としての性格をもって

いたのである。演劇自体は形式的内容的な発達と共に娯楽性を強めたが、その上演の目的は今

日的な意味での営利活動とは異なったものであった。ただ、明代中期以降の北京では、上述の

ようにこの頃すでに明確に営利行為を前提とした「劇場」が出現しており、清代に入ると演劇

の提供者と享受者の関係はこの形が普遍化している。これは、演劇の享受者が不特定多数の「観

衆」ではなく、娯楽を求めて劇場に集まる特定の「観客」となったことを意味するといってよい。

つまり、北京では他に比して非常に早い時期に純粋な大衆娯楽としての演劇の上演が成立した

わけである。

1.3.	京劇の出現と発展

清代に至ると、北京の演劇界は南戯一色になり、特に『長生殿』や『桃花扇』等の傑作を生ん

だ崑曲が、清初から中期にかけて一世を風靡する。しかし、時間の経過と共に次第に崑曲自体

が書香門弟的趣味と曲辞の彫琢に傾いた乾隆末年以降、北京ではいち早く地方劇の台頭が顕著

になってくる。当時最も早く北京で人気を得ていたのは陝西省の民間音楽を記帳とする秦腔で

あったが、乾隆五十五年（1790 年）、乾隆帝八十歳の生誕を祝して安徽省から呼ばれた劇団徽
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班がこれに取って代わり、さらに道光八年から十二年（1820 ー 50 年）にかけて湖北省から進出

した漢劇劇団が「西皮腔」をもたらし、これが徽班の「二黄腔」と融合して「皮黄腔」すなわち京

劇になったとするのが従来の通説である。

いずれにせよ、こうした多様な演劇の北京への流入をもたらす牽引車となったのが、従前か

ら同地に形成されていた圧倒的なヴォリュームの「観客」であることは自明である。京劇は「皮

黄腔」という今日の原型ができて以降も、崑曲をはじめとする幾多の地方劇の要素をとり入れ

て絶え間なく改良を繰り返した。徽班が北京での上演を始めた当時には全て安徽方言で歌われ

ていた「二黄腔」が、「皮黄腔」形成と並行して北京語による歌唱が主流となっていった過程な

どはその典型である。また、演出法 ･歌唱法にも次々に新たな意匠を加えられ、独自の形式を

持つ派に分かれて進化を続けていく。それは、旧套を嫌い常に新機軸を求める、目の肥えた北

京の戯迷（演劇愛好家）の嗜好に応えるためにほかならない。

2.	市中心部の古戯台

2.1.	皇族・高官の憩いの場…宮廷戯台

北京市街区の中心を形成する環状線五環

路内側（東城区・西城区・海淀区・朝陽区）

に残存している古典様式の舞台は、概ね王

宮ないし旧王族の別邸と、前述した「会館・

公所」すなわち同郷・同業者組合の活動拠

点であった建築内に設置されたもののいず

れかである。前者は、よく知られる故宮紫

禁城内に置かれた七座の舞台と、海淀区の

頤和園内に設置される徳和園大戯楼および

聴鵬館戯楼の二座、そして紫禁城北側の前

海西街の恭王府内戯楼の三ヶ所で、いずれ

も夜知られた北京の観光スポットになって

いる。このうち紫禁城内の舞台は暢音閣大

戯楼と重華宮院内の漱芳斎戯楼が屋外、そ

の他は屋内で、漱芳斎をはじめ多くの舞台

が対外未公開のため、自由に目にできるの

は暢音閣大戯楼と長春宮の戯台のみであ

る。頤和園内の二座は多くの観光客で賑わ

2．市中心部の古戯台 

2.1. 皇族・高官の憩いの場…宮廷戯台 

北京市街区の中心を形成する環状線五環路内側（東城区・西城区・海淀区・朝陽区）に

残存している古典様式の舞台は、概ね王宮ないし旧王族の別邸と、前述した「会館・公所」

すなわち同郷・同業者組合の活動拠点であった建築内に設置されたもののいずれかである。

前者は、よく知られる故宮紫禁城内に置かれた七座の舞台と、海淀区の頤和園内に設置さ

れる徳和園大戯楼および聴鵬館戯楼の二座、そして紫禁城北側の前海西街の恭王府内戯楼

の三ヶ所で、いずれも夜知られた北京の観光スポットになっている。このうち紫禁城内の

舞台は暢音閣大戯楼と重華宮院内の漱芳斎戯楼が屋外、その他は屋内で、漱芳斎をはじめ

多くの舞台が対外未公開のため、自由に目にできるのは暢音閣大戯楼と長春宮の戯台のみ

である。頤和園内の二座は多くの

観光客で賑わう名所で、聴鵬館戯

楼は四方を囲む看楼（観客席）が

宮廷料理を供する高級レストラ

ンに改装され、海外の来賓の晩餐

会で京劇等が上演されることで

有名になった。徳和園戯楼は、晩

年頤和園を住まいとして観劇三

昧に明け暮れた慈禧太后（西太

后）が、自らの娯楽に供するため

五年の歳月と 71 万両の工費をか

けて光緒 21年（1895年）に落成

した。故宮暢音閣に酷似した三階

建の戯楼に、自身専用の観覧席を

設けた二階建の扮戯楼を連結さ

せた豪壮華麗な大建築である。各

階には上から「福台」「禄台」「寿

台」と名づけられた独立した舞台

があり、寿台の舞台は 17ｍ四方、全高は一般建築なら 7階建に相当する 22.7ｍ、これは故

宮暢音閣を上回り、木造建築の戯楼としては中国最大の規模を持つ。また、寿台の天井に

 

頤和園内徳和園大戯楼 
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う名所で、聴鵬館戯楼は四方を囲む看楼（観客席）が宮廷料理を供する高級レストランに改装

され、海外の来賓の晩餐会で京劇等が上演されることで有名になった。徳和園戯楼は、晩年頤

和園を住まいとして観劇三昧に明け暮れた慈禧太后（西太后）が、自らの娯楽に供するため五

年の歳月と 71 万両の工費をかけて光緒 21 年（1895 年）に落成した。故宮暢音閣に酷似した三

階建の戯楼に、自身専用の観覧席を設けた二階建の扮戯楼を連結させた豪壮華麗な大建築であ

る。各階には上から「福台」「禄台」「寿台」と名づけられた独立した舞台があり、寿台の舞台は

17 ｍ四方、全高は一般建築なら 7 階建に相当する 22.7 ｍ、これは故宮暢音閣を上回り、木造

建築の戯楼としては中国最大の規模を持つ。また、寿台の天井には七ヵ所、床には五ヵ所の穴

が開けられており、「神仙戯」や「鬼神戯」上演の際には宙吊りになった役者がそこから登場す

るという凝った演出が可能である。戯楼全体は周囲に塀を廻らした 3800 ㎡超の大規模な四合

院様式で、一般の舞台は「朝北坐南」すなわち南側の回廊に沿って北向きに建てるのが定型で

あるが、徳和園のそれは南側から中央にせり出して院子（中庭）のほぼ中央に建っている。（筆

者が訪れた 9 月 10 日は土曜日であったが、幸い徳和園はそれほど混み合ってはおらず、戯楼

の撮影には何ら差し支えなかった。しかし、戯楼は比較的狭い院子（中庭）のほぼ中央にある

ため、建物から最大限に距離を置いても、壮麗な建築をファインダーに中に収めるのは難しく、

どうしても仰ぎ見る角度でしか撮影できなかった）。このような三層大規模建築の戯楼は清代

北方の宮廷舞台に特徴的なもので、かつてはこの他に故宮寿安宮、北京円明園内清音閣および

河北省承徳熱河行宮内清音閣にも同様の戯楼があった。しかし、寿安宮戯楼は嘉慶年間に解体

撤去され、二つの清音閣は清末～民国の動乱期に海外列強や日本軍の手で焼かれ、今はない。

もちろん、これらの豪華絢爛たる大規模舞台は王侯貴族あるいは高官の娯楽専用であって、

一般庶民とは無縁の場所である。ただ、無類の芝居好きであった慈禧太后は徳和園戯楼で前後

200 回以上も観劇を行い、清朝最末期には当時の著名な京劇役者である楊小楼、譚鑫培らを招

聘して芝居を献上させた。こうした古典演劇に対する手厚い保護によって、京劇は清朝滅亡後

今日至るまで中国古典演劇中の「国劇」として発展する基盤を持ち得たわけで、この戯楼が「京

劇芸術の揺りかご」と称される所以である。

2.2.	消えた民間愛好家のたまり場…戯園

上述したように、清中期以降の北京における古典演劇盛行を支えたのは、芝居をこよなく愛

する「老北京」愛好家である。日本流に言えば、木戸銭を払って市井の芝居小屋に通う一般庶

民の絶大な支持が、この格調高い伝統芸術を発展・存続させてきたわけである。裏を返せば、

常に人気役者をそろえて多くの観客を集め、高い収益を上げることが、芝居小屋の至上命令で

あった。清代では京師城内では営利目的の芝居の上演は禁止されており，民間の戯楼は全て在
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外城地区にあったが、芝居好きの「北京老百姓」が通いやすいことが立地条件として不可欠で

あり、それゆえ「戲園」と称される著名な戯楼のほとんどが前門街南側の一角に集中したのは

当然であろう。かくて、誕生から 100 年を経て熟成された北京の伝統劇は、19 世紀後半から

20 世紀初頭にかけて「同光十三絶」と称される 13 人の名優を輩出し、前述の広和楼や広徳楼を

はじめ、後に「北京七大戲園」と称された人気小屋は連日大盛況であった。特に光緒末年には、

長らく禁止されていた女性の観劇が認められ、女性客はほとんどが団体で芝居見物に訪れるた

め、当然ながら観客数は急激に膨張することになった。

20 世紀に入ってからも京劇の人気は衰えることなく、名女形梅蘭芳に代表される名女形が

登場して京劇に新風を巻き起こすなど、一層の洗練がなされた。一方で、このような京劇を

めぐる環境の変化は、上演用の舞台や芝居小屋全体の形式・配置に大きな影響を及ぼし、従

来型の古典的なスタイルの戯楼から新たな様式の劇場の登場を促すことになった。時あたか

も 1900 年 6 月 16 日に義和団の乱の最中に三慶園、慶楽園、中和園、慶和園といった著名な戯

園が放火により焼失、1905 年三慶園が再建された折、京劇の上演と並行して映画の放映を始

めたことも、それ以降の興行用劇場の建築に多大な影響を及ぼした。民国成立直後の 1912 年、

珠市口西大街路南に中国と日本合資により建設された開明戯院は、ドイツの建築様式を採用し

た鉄筋コンクリート二階建てで、入口にはバロック様式の紋様を施した円柱を配したアーチ型

の門が置かれ、床は大理石造り、半円形の舞台に黒の緞帳という、西欧風劇場の色彩の濃い外

観であった。また、他に先駆けて収容数 800 人を全席一人掛け椅子の指定方式としたのも大き

な特徴であった。

開明戯院と向かい合ってほぼ同時期に開設された第一舞台（1914 年 6 月 9 日正式開業）は、

名優楊月楼の息子楊小楼が上海に招かれて京劇を上演した際、同地の新式舞台に感銘を受け、

名女形の佩秋や豪商殿閬仙らの援助を得て建設した。三連のアーチ門を設けた本館は 3階建て、

一階部分が正面座席と脇座席、二階に貸切りの枡席を配し、三階部分は立ち見の自由席という

配置で、総収容数 2500名に達する大劇場であった。舞台は楕円形で中央部分に回り舞台を設け、

支柱はなく、現代劇場風の大型の緞帳が付されていた。北京初の完全な西洋式劇場であり、新

興都市上海的な趣味の外観ゆえに、当時の北京演劇界保守派からは「花銭看戯園子」（成金劇場）

と揶揄されたりもしたが、こうした大劇場の出現の影響は大きかった。本来 300 人程度であっ

た従来型の戯楼の数倍の収容規模を有する新式劇場が営業的に圧倒的に有利なことに間違いは

ない。また、民国 10 年以降映画が新たな庶民の娯楽として定着すると、新式劇場の優位性は

ますます揺るぎないものとなった。その後新たに建てられた劇場は完全に新式に流れ、清代ま

で主流であった平面的に広がる古典形式の戯楼は次々に改築を余儀なくされたのである。
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ただ、皮肉なことに、このようにして近代的様式を以て新たなスタートを切った古典演劇用

の新式劇場の多くが、今日その痕跡を留めることなく消え去っている。民国以降抗日戦争、国

共内戦と 30 年に亘って打ち続いた混乱の中での古典演劇の退潮傾向、さらに 60 年代半ばから

中国全土に吹き荒れた文化大革命の嵐の中での伝統劇へ苛烈な抑圧が、これらの舞台に与えた

打撃は計り知れなかった。第一舞台は七七事変直後の 1937 年 11 月 18 日，漏電による失火の

ため全焼、開明戲院はその後京劇より後に興った新北方劇「評劇」の上演にも力を注いで命脈

を永らえ、解放後も「民主劇場」、更に「珠市口電影院」と改称して、映画上映を中心に存続し

たが、老朽化が進んだ 2000 年，市の道路拡幅工事に伴い解体撤去された。「北京七大戲園」中、

唯一辛うじて原所在地に残った広徳楼も、解放後の一度焼失し、その後 1954 年に再建されて「前

門小劇場」と改称、文革中「衛東劇場」、文革後は更に「北京曲芸庁」と改名を繰り返し、2000

年に原名の「広德楼」に戻されたものである 6)。

2.3.	生き残った古典様式戯台…会館戯台群

結局、今日北京市中心街に保存されている伝統劇上演用の古典形式の舞台は恭王府内の私邸

舞台（今回は内部への立ち入る機会を得なかった）と四ヶ所の元「会館・公所」、すなわち虎坊

橋路湖広会館、前門西河沿街正乙祠戲楼、前門街珠市口陽平会館および琉璃廠安徽会館内の舞

台である（このうち安徽会館は、同治 5 年に北洋大臣に任にあった李鴻章とその親族が清朝歴

代の名士孫承澤の旧居を購入し、五年をかけて会館に改築した古建築で、2015 年に修復を完

了したが、当面一般個人には開放されていない）。

2.3.1.	現存最古の会館舞台…山西陽平会館

最も古いとされる陽平会館の創建年代の詳細は不明であるが、館内に明末清初の書家王鐸の

手による題字が掲げられることから、

王の没年の順治 9 年（1652 年）以前の

創建であることがわかる。その後、乾

隆年間に一度改築され、更に嘉慶 7 年

（1802 年）に山西商人グループにより再

建された。「陽平」の名称については以

前から議論があり、後漢期に山西省の

汾水西岸にあった「平陽」の地名の誤記

とする説が有力であるが確証はない。

戯楼は現存する会館舞台の最も古典的

劇用の新式劇場の多くが、今日その痕跡を留めることなく消え去っている。民国以降抗日

戦争、国共内戦と 30 年に亘って打ち続いた混乱の中での古典演劇の退潮傾向、さらに 60

年代半ばから中国全土に吹き荒れた文化大革命の嵐の中での伝統劇へ苛烈な抑圧が、これ

らの舞台に与えた打撃は計り知れなかった。第一舞台は七七事変直後の 1937 年 11 月 18

日，漏電による失火のため全焼、開明戲院はその後京劇より後に興った新北方劇「評劇」

の上演にも力を注いで命脈を永らえ、解放後も「民主劇場」、更に「珠市口電影院」と改称

して、映画上映を中心に存続したが、老朽化が進んだ 2000 年，市の道路拡幅工事に伴い

解体撤去された。「北京七大戲園」中、唯一辛うじて原所在地に残った広徳楼も、解放後の

一度焼失し、その後 1954年に再建されて「前門小劇場」と改称、文革中「衛東劇場」、文

革後は更に「北京曲芸庁」と改名を繰り返し、2000年に原名の「広德楼」に戻されたもの

である 6)。 
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鐸の手による題字が掲げられ
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年（1652 年）以前の創建である
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な様式とされ、二層式の三面開放型の台板はほぼ 7.5 ｍ四方と、他に比して幅が 2 ｍ近く広い。

舞台正面に観覧用の椅子と机を並べ、正面と両側に上下二層の看楼（観覧席）を配置する形式は、

後の会館戯楼の雛型になったものである。

陽平会館は、他の会館と同じく民国以降、同郷人会組織の弱体化と共に次第に廃れ、特に戯

楼はほとんど顧みられぬまま解放後の 1950 年代から薬剤の倉庫として使用されていた。文革

中は壁面の絵画装飾が破壊されるなど状況は更に苛酷であったが、80 年代に市の文化財指定

を受け、2000 年以降の本格的な修復保全工事によって古典劇用の劇場として復活した 7)。

2.3.2.	旧寧波金融同業者組合会館…正乙祠戲楼

北京に残る会館・戯楼建築は、その命名や創建・改築の経緯が諸説紛々たることも稀ではな

いが、陽平会館に次いで古い正乙祠戲楼はまさにその典型と言ってよかろう。廟の縁起を記す

種々の文献の記述によれば、前門西河沿街に明代からあった古寺の跡地に康熙 6 年（1667 年）

に浙人（寧波人）が神廟を設け、同郷者の集会の場とし、さらに康熙 51 年（1712 年）に新たに

金融同業者組合が共同出資で浙江銀業会館（別名銀号会館）を建てたという。ただ、「正乙祠」

の名の由来については、漢代道教の一派である張道陵の五斗米道の別名である「正一道」とす

る説、民間信仰中の財神趙公明の俗称「正一元帥」とする説、実際に祠の主神として祀られる

関帝の代名詞とされる「正義」の音から出たとする説などがあって定まらない。「銀号」は清代初

期から従来の銀銭と並行して流通し始めた、貨幣通貨を取り扱う旧型の金融機構を指し、北京

では寧波商人がほぼ独占していた。康煕年間には金、銀、銅などの貨幣を大量に集めて貯蓄・

貸出・手形の発行などの業務を手広く行なって北京市の金融界を壟断し、清末に至って「大清

銀行」などの近代的な銀行が設立されるまでこの状況は続いた。

正乙祠戯楼は、銀号会館独自の祭祀行事として芝居が行なわれるほかに、堂会戲と称する別

の目的での演劇上演に供されることが少なくなかった。堂会戲とは、個人が出資し、季節の祭

礼や生誕・喜寿の祝いの日に自宅、宴会場、会館、施設劇場等に役者を動員して芝居を上演さ

せることを指す。旧時、都の富豪、高級官吏などが祝賀の宴を開く際に余興として芝居や曲芸

の芸人を呼び、親類縁者を招いて面目を施す慣習があった。銀号会館は、職種柄清朝の高級官

僚や資産家との接触が多く、会館の主催者たちにとってこれらの上層階級の求めに応じて堂会

戲の開催に便宜を図ることは珍しくはなかったのである。また、清朝政府は康煕～道光年間に

かけて、満族官僚たちの綱紀粛正のため京城内での劇場開設および一般漢人と同席での観劇を

禁じていたので、前門に隣接する正乙祠戯楼で開かれる堂会戲は芝居好きの八旗官僚の要望を

満たすには理想的な場所であったことは間違いなかろう。

正乙祠戯楼は 1920 年代ごろまでこうした堂会戲が頻繁に行なわれたが、抗日戦争時期に日
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本軍に接収され、解放後は北京市教育局工会の招待所として長らく使用された。幸い 1995 年

に私人の手で大改修が行われて劇場として復活し、更に 2001 年に市の文化遺産指定を受け保

護の対象となっている。

正乙祠戯楼の周辺は、恐らく政府の

景観維持の法令に拠るのであろう、市

の中心部にもかかわらず狭い路地に小

規模商店が雑然と軒を連ねる旧市街然

とした景観であり、石塀に囲まれた戯

楼の建物そのものも外からは見えない

ため、文化財の表示がなければうっか

り通り過ぎてしまうほど目立たない。

今回筆者が訪れた日はちょうど閉館日

に当たっていたため館内には入れず、

外部からの撮影のみとなったが、諸文献に載せる戯楼内部の画像などを見る限り、前述の陽平

会館や後述の湖広会館に比してやや小ぶりではあるが、観客席や戲台の形状や配置など共通点

が多い。入口に貼りだされたプログラムで、9 月公演 16 回のうち半分の 8 回は京劇、残りの

半分は現代劇と音楽会、10 月には京劇の他に崑曲や越劇の公演もあり、京劇以外の出し物も

少なくないのは興味深かった。

2.3.3.	中華民国成立ゆかりの地…湖広会館

湖広会館は、1996 年に再建修復が完了し、同時に北京戯曲博物館が併設されて一般公開され、

近年では海外の要人が頻繁に京劇鑑賞に訪れるなど、今や北京の観光名所としてすっかり定着

している。同会館の戯楼は、清末から民国時期に一世を風靡した譚鑫培、余叔岩、梅蘭芳、程

硯秋、陳徳森ら京劇の名優たちの最も重要な舞台であった。清朝時期は専ら皇族や貴族の遊興

の場であったが、民国成立以降は一般民衆の来場者が主流となって、北京での京劇鑑賞のメッ

カ的存在になった。20 世紀初頭までは、新年に湖北・湖南地方から大勢の団体が北京を訪れ、

湖広会館で京劇の名演を鑑賞するのが恒例の行事であったという。

しかし、従前は古典演劇関連のスポットとしてではなく、むしろ中国近現代史に表舞台に登

場する重要人物や画期的な事件との関わりでよく知られる場所であった。同会館の所在地は、

かつて明の宰相であった張居正の旧居があり、清の乾隆初年には時の大儒紀昀が自身の住まい

としていた。その後、嘉慶12年（1807年），湖北・湖南出身の在京の官僚劉権之らが集会所を建て、

これが湖広会館の名の由来である。戯楼の創建は道光 10 年（1830 年）、その後、湖南出身の勇

として芝居や曲芸の芸人を呼び、親類縁者を招いて面目を施す慣習があった。銀号会館は、

職種柄清朝の高級官僚や資産家との接触が多く、会館の主催者たちにとってこれらの上層

階級の求めに応じて堂会戲の開催に便宜を図ることは珍しくはなかったのである。また、

清朝政府は康煕～道光年間にかけて、満族官僚たちの綱紀粛正のため京城内での劇場開設

および一般漢人と同席での観劇を禁じていたので、前門に隣接する正乙祠戯楼で開かれる

堂会戲は芝居好きの八旗官僚の要望を満たすには理想的な場所であったことは間違いなか

ろう。 

正乙祠戯楼は 1920 年代ごろまでこうした堂会戲が頻繁に行なわれたが、抗日戦争時期

に日本軍に接収され、解放後は北京市教育局工会の招待所として長らく使用された。幸い

1995年に私人の手で大改修が行われて劇場として復活し、更に 2001年に市の文化遺産指

定を受け保護の対象となっている。 

正乙祠戯楼の周辺は、恐ら

く政府の景観維持の法令に

拠るのであろう、市の中心部

にもかかわらず狭い路地に

小規模商店が雑然と軒を連

ねる旧市街然とした景観で

あり、石塀に囲まれた戯楼の

建物そのものも外からは見

えないため、文化財の表示が

なければうっかり通り過ぎ

てしまうほど目立たない。今回筆者が訪れた日はちょうど閉館日に当たっていたため館内

には入れず、外部からの撮影のみとなったが、諸文献に載せる戯楼内部の画像などを見る

限り、前述の陽平会館や後述の湖広会館に比してやや小ぶりではあるが、観客席や戲台の

形状や配置など共通点が多い。入口に貼りだされたプログラムで、9月公演 16 回のうち半

分の 8回は京劇、残りの半分は現代劇と音楽会、10月には京劇の他に崑曲や越劇の公演も

あり、京劇以外の出し物も少なくないのは興味深かった。 

 

2.3.3. 中華民国成立ゆかりの地…湖広会館 

湖広会館は、1996年に再建修復が完了し、同時に北京戯曲博物館が併設されて一般公開
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将曾国藩の提唱で増築されたが、光

緒 26 年（1900 年）の庚子の事変で列

強連合軍が北京に侵入した際には

米軍の総司令部が置かれたことも

ある。清朝末期から辛亥革命を経て

民国成立に至る前後は、湖広会館が

歴史上きわめて重要な役割を演じ

た時代である。革命に深く関与した

孫文・梁啓超、章炳麟らが重要な演

説を行い、国民党政府が樹立された

のもこの湖広会館であった。

湖広会館は、創建当初から時期から政府の高官との関わりが強く、時の有力者たちが頻繁に

慶事の宴が催した。同治九年（1870 年）の曾国藩還暦の祝宴、あるいは袁世凱の大統領就任の

祝賀もここで行なわれたのである。また自らの私財を投じ、あるいは寄付を募ってしばしば会

館の増築や修繕を行なった歴代の高官も少なくなかった。ただ、抗日戦争から解放後にかけて

は、建物の荒廃こそ免れてはいたものの、陽平会館や正乙祠戯楼と同様、他の用途に供された

り、地元民の仕事場や住居として使われたりという時期があったようである。会館が市の文化

財指定を受けたのは 1984年で、10年後の 1994年から戯楼を含めた本格的な修復工事が始まり、

1996 年の竣工後はほぼ毎日北京の京劇団の公演が行われている。

2.3.4.	興行演劇の普及と密閉型舞台の定着

現在の北京に残る会館は最も古くても清朝成立以降のものであるが、北京に初めて会館が出

現したのはこれよりもずっと以前で、明永楽年間に前門外に建てられた安徽蕪湖会館に嚆矢と

される。爾来、明清時代を通して市内には延べ 650 座もの会館があったという記録もある 8)。

これらの規模の大小は様々であるし、舞台が設置された会館がどれほどあったかについては、

個別に記された正確な記録はない。しかし、会館には概ね特定の地域ないし職業集団が信奉す

る神を祀る廟が併設されることが多く、神儀としの演劇がしばしば上演されたから、相当数の

舞台があったことは間違いなかろう 9)。

現存するこれらの古典形式舞台は、それぞれに創建時期も創建に関わった人物の出自も全く

異なるのだが、皇族の私邸である恭王府以外の四ヶ所は、上記の「老戲園子」とほぼ同地区の

前門街南側の一角に集中している。しかも、建築様式は非常に似通っており、舞台の構造と規模、

観覧席の配置等は基本的に同じであるといってよい。何より、これらの会館戯台建築がすべて

され、近年では海外の要人が頻繁に京劇鑑賞に訪れるなど、今や北京の観光名所としてす

っかり定着している。同会館の戯楼は、清末から民国時期に一世を風靡した譚鑫培、余叔

岩、梅蘭芳、程硯秋、陳徳森ら京劇の名優たちの最も重要な舞台であった。清朝時期は専

ら皇族や貴族の遊興の場であったが、民国成立以降は一般民衆の来場者が主流となって、

北京での京劇鑑賞のメッカ的存在になった。20世紀初頭までは、新年に湖北・湖南地方か

ら大勢の団体が北京を訪れ、湖広会館で京劇の名演を鑑賞するのが恒例の行事であったと

いう。 

しかし、従前は古典演劇

関連のスポットとしてでは

なく、むしろ中国近現代史

に表舞台に登場する重要人

物や画期的な事件との関わ

りでよく知られる場所であ

った。同会館の所在地は、か

つて明の宰相であった張居

正の旧居があり、清の乾隆

初年には時の大儒紀昀が自

身の住まいとしていた。その後、嘉慶 12 年（1807年），湖北・湖南出身の在京の官僚劉権

之らが集会所を建て、これが湖広会館の名の由来である。戯楼の創建は道光 10 年（1830

年）、その後、湖南出身の勇将曾国藩の提唱で増築されたが、光緒 26年（1900年）の庚子

の事変で列強連合軍が北京に侵入した際には米軍の総司令部が置かれたこともある。清朝

末期から辛亥革命を経て民国成立に至る前後は、湖広会館が歴史上きわめて重要な役割を

演じた時代である。革命に深く関与した孫文・梁啓超、章炳麟らが重要な演説を行い、国

民党政府が樹立されたのもこの湖広会館であった。 

湖広会館は、創建当初から時期から政府の高官との関わりが強く、時の有力者たちが頻

繁に慶事の宴が催した。同治九年（1870年）の曾国藩還暦の祝宴、あるいは袁世凱の大統

領就任の祝賀もここで行なわれたのである。また自らの私財を投じ、あるいは寄付を募っ

てしばしば会館の増築や修繕を行なった歴代の高官も少なくなかった。ただ、抗日戦争か

ら解放後にかけては、建物の荒廃こそ免れてはいたものの、陽平会館や正乙祠戯楼と同様、

他の用途に供されたり、地元民の仕事場や住居として使われたりという時期があったよう
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外界から完全に隔離された密閉式の劇場であるという点で共通していることは重要である。広

和楼がそうだったように、清代初期の「戯園」に置かれた劇場の形状は、明以来の露天式ある

いは半開放型が基本で、屋外舞台の形式が依然として踏襲されており、これが密閉型の舞台形

式に取って代わられるのは、清代も後半に至ってからである。その一方で、「会館・公所」内

に設置される舞台は、清代初期の康熙年間には早くも室内密閉式が現れていた。この二種類の

古典芸能用劇場は、民国前後に至って共に私設劇団の公演や堂会戯のようなプライベートな上

演形式を主流とするようになり、「戯園」は劇場の大型化・密閉化が促された。

今日、北京で京劇を含む古典演劇を鑑賞する場は、ほぼこの二つの流れを汲む劇場に限定さ

れたといってよい。会館戯楼は上記の 4 ヶ所だが、北京伝統の四合院様式を模して新たに建て

られた紫禁城外菖蒲河公園沿いの東苑戯楼や、1984 年古典小説の傑作『紅楼夢』に因んで宣武

区南菜園に建築された大観園内の戯楼のような模倣古典劇場も演劇上演のスポットになってい

る。また、「戯園」の後継としては 1933 年設立、1992 年に近代建築として再建された宣武区北

緯路の 200 人収容の天橋楽茶園の他、東城区建国門内大街の長安大戯院や西城区西長安街の国

家大戯院が代表的で、共に収容数 1000 人を超える近代的な設備を有する大劇場である。いす

れにせよ、北京における戯台の建築様式が、限定的な「観客」を対象とした興行演劇の普及を

背景とし、露天の開放型から外界から隔離された密閉型に変貌した過程に沿うものであること

は間違いない。

3.	市街区に保存された貴重な野外舞台…北塢公園内古戯台

かつて北京市街区の中心地域の至る処に見られた素朴で古風な造りの野外舞台は、今日では

ほぼ全て姿を消したが、前述の環状線五環路内側にも一ヶ所だけ残存している場所がある。頣

和園西門に程近い海淀区北塢村、北京第一の清泉として名高い玉泉山の西麓の、現在は芝生や

築山などが整備されて一般に開放されている北塢公園の中に残る舞台がそれである。当地の金

時代にすでに「瓦窯頭」と呼ばれる集落が存在したが、明代に至って「北塢」に改名された。近

年発掘された石碑には 10)、天順 5 年（1461 年）に北塢村の三座の古刹中の一座が勅命により改

修され、「普陀禪寺」の名を賜ったこと、当時の高官たちの寄進によって大幅な改修が行なわ

れたことが記録されている。この寺は正統八年（1513 年）に金山禅寺と改名、さらに清末の光

緒年間に 2 度の改修を経て仏道合一の寺廟となり、本尊の釋迦牟尼および十八羅漢像の他、当

地で信仰を集める天仙聖母碧霞元君および王奶奶の神像を合祀したという 11)。現存する戯楼

は光緒二十年（1894 年）の大改修の折に建てられたもので、その際に設立された宗教組織「普

興萬緣凈道修道聖會」の名を記した聯額が戯楼後方の建物の上部に掲げられている。金山禅寺

は民国時代には合わせて 50 棟もの殿堂を擁し、近隣の妙峰山参りの信者で木々淮を見せてい
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たが、抗戦期から解放に至る間に神仏の像は悉く失われて荒廃し、寺院は一時小学校に転用さ

れたという。1999 年に金山寺は海淀区の文化財指定を受け、損壊寸前であった戯楼は解体撤

去を免れ、その後の村区改造計画の中で改修が施されることとなった。2010 年当時の改修前

の写真には、疎らに高木の残る荒野に老朽化した寺院と戯楼だけが取り残されている様子が写

されているが、1 年後に始まった公園造成と古刹修復工事は 3 年あまりの工期を経て 2014 年

に竣工、往時の古風な景観を取り戻したとのことである。

この戯楼の建築様式は極めて素朴で、上述した市街区の宮廷舞台、戯園や会館舞台とは規模、

形式、外観とも全く異なる。日本流に言えば切妻屋根を傾斜面の途中でつなぎ合わせたような

形の屋根で「双脊勾連搭式」と呼ばれ、北京の郷村部に残る露天舞台には比較的よく見かける

形式である。双脊勾連搭式の戲台は幅が広く奥行きの浅い長方形の舞台が多いのだが、北塢村

のそれは屋根を支える四本の丸柱がほぼ 6m 四方の正方形に配置されている。また、北方の戯

台の様式に頻見する側面の壁状の仕切りもこの舞台にはなく、三面開放型である。舞台の面積

はこの種の戲台としてはやや小型に属するが、舞台後方には珍しい二層構造の楼を持つため戲

台上部の屋根が非常に高く、石製の舞台板は高さが 30cm ほどなので、舞台空間そのものは大

きい。舞台上部の天井は屋根の形状そのままの傾斜で桁材や垂木が露出しており、青色で花鳥

の幾何学模様が描かれているが、構造そのものは簡素である。

この舞台は金山禅寺修復

と共に建てられた神廟戯台

の一種であるが、本殿から

50m ほど離れた場所に独立

した形で建てられている。

このような配置は、筆者が

以前訪れた江南地帯の村落

でも時々見かけたが、北塢

村の舞台は金山寺の山門の

方向に向けられていない。

これは、通常祭祀行事の一

環として演劇が行なわれるという前提から考えても非常に珍しいことである。

現在、舞台正面の観覧場所には、上演時に日除け・雨除け用の天幕を掛ける金属製の可動式

屋根枠が設置されているが、これは実演に供される固定式の野外舞台の正面にしばしば配置さ

れる設備である。中国では、80 年代以降有形文化財の保護政策が推進されており，特に 2000

年頃からは保護単位（文化財）指定を受けたものから順に修復工事が至るところで進められて

多いのだが、北塢村のそれは屋根を支える四本の丸柱がほぼ 6m 四方の正方形に配置され

ている。また、北方の戯台の様式に頻見する側面の壁状の仕切りもこの舞台にはなく、三

面開放型である。舞台の面積はこの種の戲台としてはやや小型に属するが、舞台後方には

珍しい二層構造の楼を持つため戲台上部の屋根が非常に高く、石製の舞台板は高さが

30cm ほどなので、舞台空間そのものは大きい。舞台上部の天井は屋根の形状そのままの

傾斜で桁材や垂木が露出しており、青色で花鳥の幾何学模様が描かれているが、構造その

ものは簡素である。 

この舞台は金山

禅寺修復と共に建

てられた神廟戯台

の一種であるが、本

殿から 50m ほど離

れた場所に独立し

た形で建てられて

いる。このような配

置は、筆者が以前訪

れた江南地帯の村

落でも時々見かけ

たが、北塢村の舞台は金山寺の山門の方向に向けられていない。これは、通常祭祀行事の

一環として演劇が行なわれるという前提から考えても非常に珍しいことである。 

現在、舞台正面の観覧場所には、上演時に日除け・雨除け用の天幕を掛ける金属製の可

動式屋根枠が設置されているが、これは実演に供される固定式の野外舞台の正面にしばし

ば配置される設備である。中国では、80 年代以降有形文化財の保護政策が推進されており，

特に 2000 年頃からは保護単位（文化財）指定を受けたものから順に修復工事が至るとこ

ろで進められている。その一方で、指定を受けた古建築は地域の観光名所化し、露天の古

戯台などは逆に地方劇の実演には使用される機会が少なくなる傾向がある。最近の地方劇

劇団は多くの照明・音響機材の他、字幕用の電光表示板などを持ち込んで舞台付近に設置

することが多いので、狭い空間しか持たない古典様式の戯台は上演そのものが難しく、観

客動員数も多くはならない。こうした可動式の屋根はその対策として登場し、現在は各地

の野外舞台の前に設置されるようになった。つまり、この北塢村の舞台は、歴史的建造物

 
海淀区北塢村北塢公園内戲楼 
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いる。その一方で、指定を受けた古建築は地域の観光名所化し、露天の古戯台などは逆に地方

劇の実演には使用される機会が少なくなる傾向がある。最近の地方劇劇団は多くの照明・音響

機材の他、字幕用の電光表示板などを持ち込んで舞台付近に設置することが多いので、狭い空

間しか持たない古典様式の戯台は上演そのものが難しく、観客動員数も多くはならない。こう

した可動式の屋根はその対策として登場し、現在は各地の野外舞台の前に設置されるように

なった。つまり、この北塢村の舞台は、歴史的建造物保存の一環として修復されたばかりでな

く、演劇等の上演に供される実用的な舞台としても復活したということになろう。

おわりに

以上は、2016 年 9 月中旬に北京語言大学への表敬訪問期間中に市内を中心に 5 日間古典様

式舞台を訪れた際の見聞をまとめたものである。もとより短期間の滞在中に足を運べる範囲は

限られており、近年地下鉄網の拡張整備によって移動に要する時間は以前より格段に短縮され

てはいるものの、やはり市街中心部を離れての見学は 1、2 ヶ所だけでも一日仕事になる。今

回も、比較的近距離に所在が確認できた数ヶ所の野外舞台見学の機を逸し、まして広大な北京

市の周辺部に出るだけの余裕は全くなかったことを断っておかなければならない。

北京での古典演劇鑑賞の機会は多く、以上に挙げた旧古戯楼や会館劇場では、京劇の同一演

目が一ヶ月程度の周期で公演が頻繁に行われている。他の地方劇に比して異例とも言えるほど

恵まれた環境であるといっても過言ではない。ただ、いかに芝居好きとはいえ、京劇鑑賞に毎

晩通い詰められるほど気軽な趣味であるかというと、そうとも言えなさそうである。席料一つ 

にしても、上に挙げた劇場の場合、一般席が通常 200 元前後で、飲み物つきの指定席だと 400 ～ 

500 元、特別席は 1000 元あるいはそれ以上という場合も珍しくはない。日本における歌舞伎

と同様、「国劇」として国家的な保護を受ける京劇は、古典演劇でありながら、舞台芸能とし

て絶え間なく洗練され昇華されつつある。その一方で、こうした趨勢が強まれば強まるほど、

芝居を享受する層もまた益々限定され、小数とは言わないまでも、決して多数とは言えない愛

好家たちのものとなる傾向は避けられない。今回、筆者は北京訪問の後、浙江省温州の古戯台

調査を行ない、人里離れた郷村部に残る多くの古びた舞台や、祭礼の行事として上演される素

朴な地方劇を目にする機会があったので、北京の京劇が置かれた状況との差を痛感せざるを得

なかった。

注

1) 梁欣立等著『北京古戯楼』（国家図書館出版社、2015 年 8 月）によれば、門頭溝区斎堂鎮の水路沿いにあ
る古戯台、同鎮霊水村龍王廟内の戯楼および密雲県古北口鎮朝関村瘟神廟内の戯楼は明代創建の可能
性を残すが、現有の建築については年代不詳とする。また、民国時期の資料には、旧城市の西門付近
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に金代ないし元代創建の舞台を持つ関帝廟があったという記録が残っており、90 年代に中央電視台に
よって制作・放映された教養番組「北京古戯楼」でも、年長の住民がそれにまつわる思い出を語っている。
しかし、現存する当時の写真資料からの鑑定で、舞台上部の屋根の形状などがより新しい清代の様式
の特徴を持つことが検証され、当該舞台は近世初期の創建ではないとする専門家が多い。いずれにせよ、
当該建築は文革直前の 1963 年に解体撤去され、今日ではすでにその痕跡はない。

2) 清呉長元『宸垣識略』巻九に「査樓在肉市、明巨室査氏所建戲樓，本朝爲廣和戲園。入口有小木坊、舊書「査
樓」二字。乾隆庚子毀于火、今重建，書廣和査樓」と見える。また、清戴璐『藤陰雜記』には「『亞谷叢書』云，
京師戲館、惟太平園、四宜園最久，其次則査家樓、月明樓，此康熙末年酒園也。査樓木榜尚存，改名廣和。」
と見え、『燕都叢考』には「京師戲館比年如方壷齋、蓬莱軒、昇平軒最著。今皆園皆廢、惟方壷齏屢易新名，
人尚稱爲方壷齏、城西儘此一館，春初尚盛，在永光寺西街。」と見える。

3) 日本人岡田玉山の『唐土名勝図会』に清代の広和査楼における演劇上演の様を描いた一幅がある。『唐土
名勝図会』の巻頭には文化 2 年（1805 年）の序が付されており、清嘉慶年間の査楼の外観が描かれてい
るものと推定される。ただこの絵については、その信憑性に疑義を呈し、上記『宸垣識略』をもとに想
像で描いたものとする中国の専門家もいる。

4) 梅蘭芳は 9 歳で呉菱仙に師事し、1904 年 7 月 7 日、11 歳の時広和楼で初舞台に立ち、『長生殿』中の
織女を演じている。

5) 清王朝の民間芸能に対する政策、特に城外における満族の遊興行為に対する規制や禁令に関しては、
樋泉克夫氏に興味深い論考がある（「清朝芝居政策をめぐって…旗人、戯園、禁演、役者…（Ⅱ）」愛知
大学大学院国際文化研究論集第 7 号、2006 年）。

6) 広和劇場、中和戲院、吉祥戲院等の旧跡については、2015 年開催の北京市文化委員会主任工作会議の
席上で，再建に向けた協議を行なうことが決議・採択されている。

7) 2011 年 8 月、陽平会館に隣接する同じ山西省同郷人会館であった旧晋翼会館が、喜劇役者趙本山が実
質経営する「劉老根大劇場」として改装オープンした。旧建築は明嘉靖年間創建の風格を残した貴重な
遺物で、解体後も古典地方劇上演の場としての伝統を維持してきたが、今回の改築で現代喜劇中心の
演目となり、旧来の景観が大幅に変わったこともあって、一部の知識人から文化遺産破壊として批判
を受けて話題となった。

8) 李金龍 ･孫興業主編『北京会館資料集成』北京学苑出版社、2007 年。
9) 侯希三著『戲樓戲舘』（文物出版社、2003 年）によれば、この他北京市区内には江西会館（宣武門外大街

路東）や奉天会館（西単牌楼迤西）が戯楼を備え、1920 年代にはしばしは堂会戯などが催されていたが、
前者は 1987 年、後者は 1950 年代に解体撤去されすでに存在しない。

10) 僧道深撰「敕賜普陀禪寺碑記」。
11) 「重修本寺公立普興萬緣凈道修道聖會碑記」の記載による。
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