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中国伝統演劇の教授・学習過程の教育人類学的研究 

-- 秦腔演劇学校の“口伝心授”実践に注目して -- 

 

清 水 拓 野 

 

はじめに 

 

本稿は、教育研究の立場から“口伝心授”と呼ばれる口伝えの教授・学習方法に注目し

て、中国伝統演劇の技や知識がどのように教授・学習されているかを記述・分析する試み

である。中国の伝統演劇といえば、文学、美術、舞踊、音楽、アクロバットなどの要素が

緊密に結びついた総合的な上演芸術として知られている。なかでも、中核的な位置を占め

る役者の演技は、歌、せりふ、しぐさ、立ち回りなどに関する型の集合体からなるきわめ

て様式的なものである。一方、伝統演劇の役者は、下積み修業時代から、演技の質を高め

るために、文学、歴史、音楽などの知識もある程度まで身につけていかなければならない。

中国伝統演劇は、役者の演技のレベルでも、演者にもとめられる知識の幅がとても広いと

いう意味でも、総合的な上演芸術なのである。 

ところで、現在の中国では、伝統演劇のこうした技や知識の教授・学習は、おもに伝統

演劇学校というところで行われている。伝統演劇学校とは、中国で“芸術学校”や“戯曲

学校”などと呼ばれる、伝統演劇の専門コースをもつ芸術系の学校であり、中華人民共和

国の建国をひとつの境として、従来の徒弟制的な俳優教育組織が近代的な学校組織として

生まれ変わる形で誕生した。この伝統演劇学校では、近代的な教育管理とカリキュラム編

成の下で役者の養成が行われており、伝統演劇界を支える多くの人材が輩出されている。

そして、伝統演劇学校は今日、伝統演劇の役者の養成において、きわめて重要な役割をは

たしている。したがって、伝統演劇の技や知識がどのように教授・学習されているかとい

う問いを考えるためには、この伝統演劇学校の授業実践にまず注目しなければならない。 

しかし、後述するように、伝統演劇学校に関する先行研究では、制度的特徴やカリキュ

ラムの特徴などといった俳優教育の外面的な構造を概略的に示すにとどまっており、伝統

演劇の技や知識が実際にどのように教授・学習されているかは、まだほとんど明らかには

されていない。特に、教育現場できわめて重視される口伝心授という教授・学習方法の実

態については、十分に明らかにされていないのである。本稿は、こうした状況を踏まえて、

筆者がこれまで長年調査してきた陝西省の秦腔
しんこう

という伝統演劇の学校をひとつの事例とし

て取りあげ、そこでの授業実践にみられる伝統演劇の技や知識の教授・学習過程の特徴を

エスノグラフィックに記述・分析するものである。ここでは、筆者の専門である教育人類

学（特に教授・学習に関する研究）の視点を活かしつつ、秦腔でも重視される口伝心授の

実践にとりわけ注目して、伝統演劇の技や知識の教授・学習過程の実態に迫りたい。 
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1. 伝統演劇学校の先行研究 

 

 まずここで、伝統演劇学校に関する先行研究の基本的特徴について概観しておこう。冒

頭でも述べたように、伝統演劇学校は新中国の成立（1949 年）をひとつの契機として、現

在の形式をとるようになった。そこで以下では、新中国成立後の伝統演劇学校に関する調

査報告に絞って先行研究を取りあげる。また、これまで調査報告のない秦腔の伝統演劇学

校というローカルな事例には限定せずに、調査報告の多い京劇の伝統演劇学校などに対象

範囲を広げて、おもな先行研究を年代順に概観する。なお、伝統演劇学校に関しては文献

研究もあるが、その特徴は調査報告との対比で後述する。 

 新中国の伝統演劇学校に関する初期の研究として、千田（1961）による中国戯曲学校の

調査報告がまずあげられる。中国戯曲学校とは、新中国成立直後の 1950 年 1 月に北京で

創立された京劇の専門学校であり、社会主義体制下では初の伝統演劇学校といわれている。

そして、千田の調査報告には、この学校の創立後十年の教育状況に関する記載がある。ま

た、中央戯劇学院や上海戯劇学院などの新劇学校についての記述もあり、京劇のみならず

1950 年代当時の中国の演劇教育の動向を幅広く取りあげている。このように、同調査報告

は、この時代の俳優教育の特徴を伝える貴重な文献である。特に、政治思想教育や教育と

労働の結合といった、この時代に特有の教育実践に関する記述はとても興味深い。 

 千田の報告以降も、さまざまな研究者によって同様の調査研究が行われている。たとえ

ば、宮尾（1994）は、1970 年代に香港の春秋戯劇学校と呼ばれる京劇学校を調査し、そ

の教育状況を報告している。宮尾の報告では、粤劇
えつげき

（広東地方の伝統演劇）などの盛んな

香港において、外来劇種である京劇がどのように受容されているのか、という問題を同校

の京劇教育の事例から明らかにしている。一方、細井（1986a、1986b）は、1980 年代に

北京の中国戯曲学院や北京市戯曲学校などの京劇学校を訪問し、それらの学校の俳優教育

の特徴を紹介している。細井の報告では、①俳優に個人的に弟子として教えを乞う、②伝

統演劇学校に入る、③劇団に設置された学員班に入る、という 1980 年代にみられた三種

類の俳優養成法（細井 1986a: 54）のうち、②と③の教育状況を重点的に記述している。

さらに、近年では、有澤（2003a、2003b）も北京の中国戯曲学院を事例として、伝統演

劇学校の高等教育化についての論考を書いている。有澤の研究では、中国戯曲学院という

京劇の高等教育機関の成立過程とその制度的特徴を分析している。 

 このように、これまで何人かの研究者が個別の伝統演劇学校を調査しており、俳優教育

に関する重要な知見をもたらしている。そして、これらの調査報告は、以下の点で優れて

いる。すなわち、伝統演劇学校の状況については、全体的に文献資料が乏しく、これまで

『～戯曲志』や『～戯劇志』のような中国演劇の事典類や、個別の研究者による年代記的

な記述などから断片的にしか知ることができなかった。後者の例としては、たとえば、賈

（2006）や劉・劉（2008）などによる文献研究があるが、こうした研究では個々の伝統演

劇学校に関する記述が少ないうえに、学校の設立年や、おもな指導者や卒業生の名前、獲
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得した賞や稽古した演目の名称を列挙するにとどまる傾向にある1。それに対して、上述の

調査報告は、個別組織の具体的な記述に富んでおり、文献研究の概略的な情報を補ってい

る。さらに、調査報告のなかには、演劇事典などの記載にない近年の伝統演劇学校の動向

を伝えるものもあり、その意味でも高い参照価値をもっている。 

 ただし、エスノグラフィックな教育研究という観点からは、これらの調査報告にも次の

ような問題点がある。これらの多くは、短期訪問にもとづいており、訪問記的な記述スタ

イルをとっている。したがって、その分析内容には重層性が欠けており、伝統演劇学校の

組織的規範や構造の外面的な特徴（カリキュラムの特徴も含めて）の説明に終始する傾向

にある。確かに、有澤の論考（2003a、2003b）のように、訪問記の域を超えたより緻密

な分析を行っている調査報告もあるが、インフォーマントの語りや行為についての言及も

ほとんどなく、伝統演劇の技や知識が実際にどのように教授・学習されているのか、とい

う点は明確ではないのである。特に、中核的な授業実践として教育現場で重視される口伝

心授については、わずかに言及されている程度である。短期訪問ではそこまで明らかにで

きない、という方法論的な問題も関係しているものと思われる。また、これらの先行研究

は演劇研究者によって行われており、教育研究者によって行われたものではないという点

も、技や知識の教授・学習過程という教育研究的な関心を深く追究していない原因となっ

ているのだろう。 

 本稿では、上述の状況を踏まえて、芸を教える教師と芸を学ぶ生徒たちの教授・学習行

為をより直接的・包括的に捉えていきたい。そして、教育人類学の知見を活かしつつ、お

もに口伝心授に焦点を絞って、伝統演劇の技や知識の教授・学習過程の特徴に注目した演

劇学校のエスノグラフィーを実践する。本稿は、長期の現地調査の成果にもとづき、これ

まで調査報告のない秦腔のような地方劇の伝統演劇学校を研究対象とするという点でも、

先行研究とは内容を異にするものである。 

 

2. 教育人類学の教授・学習研究からの知見 

 

 本稿では、口伝心授の教授・学習過程に注目するので、教育人類学のなかでも教授・学

習に関する研究から影響を受けるところが大きい。以下では、本稿が依拠するこの教育人

類学的アプローチの特徴と動向について述べたい。話を少しさかのぼって概観する。 

 端的にいえば、教育人類学（educational anthropology）とは、教育を文化の一部とし

て捉え、教育現象を人類学的視覚・概念・方法を用いて研究する文化人類学の一部門であ

る。それは、アメリカを中心に、教育学者と人類学者が対話を重ねるなかで、1950年代初

頭ごろから形成され、1968 年にアメリカ人類学会の傘下で教育人類学会が作られた比較的

新しい学問である（江淵 1994: 2-22; Ogbu 1994: 280-84）。 

ところで、教育人類学の重要な特徴のひとつは、教育を広く定義していることである。

たとえば、教育人類学の中核的な概念のなかに、文化化（enculturation）というのがある。
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これは、ある特定の社会に生まれ育つ個人がその社会の文化を習得していく過程を意味す

るものであるが、教育人類学ではこうした概念などを用いて、教育を学校教育（schooling）

とは同一視せずに、文化化という観点から幅広く捉えている2。また、教育人類学は、個人

と文化の関係を研究する「文化とパーソナリティ」（culture and personality）学派の研究

やその後の心理人類学的研究とも密接な関わりをもち、教育を広く文化伝達（cultural 

transmission）の制度・過程・慣行と解して、社会化やしつけや育児慣行などの研究にも

携わってきた3（箕浦 2003）。 

以上が教育人類学の基本的特徴であるが、教育人類学的研究の多くは、強調点の差こそ

あるものの、教授（teaching）や学習（learning）と何らかの関わりをもつ、とみなせる

ことをまず指摘しておこう。それは、教授・学習という行為が人間にとって根源的な行為

なので、どの文化にも普遍的にみられるからであり、また、先にも述べたように、教育人

類学では、文化化や文化伝達といった概念を用いて、文化の習得や文化の伝達という観点

から教育を広く定義し、その多様なあり方を研究してきたからである。したがって、教育

人類学にはさまざまな研究があるが、たとえば、日常認知の比較文化的研究、社会化研究、

コミュニケーション・スタイルの研究、教育形態の研究などのような諸研究も、教授・学

習という観点から捉えることができるのである（Pelissier 1991）。 

 ただし、教育人類学的研究のなかでも、教授・学習という点にとりわけ注目する研究も

ある。それは、上述の教育形態（modes of education）に関する研究である。教育形態に

関する研究とは、ひと言でいえば、人の教授・学習行為とその社会・文化的文脈の関係性

に注目する研究である。そして、インフォーマル教育（仕事実践などの流れのなかで具体

的な技能や知識を教授・学習する場合）とフォーマル教育（学校などで脱文脈的で抽象的

な技能や知識を意図的に教授・学習する場合）の違いが教授・学習行為にどのような違い

をもたらすのか、という問題などを重点的に研究してきた（Pelissier 86-90）。特に、イン

フォーマル教育の典型例とみなされる徒弟教育に関心をむけて、フォーマルな学校的カリ

キュラムや親方による顕著な教授行為が不在のなかで徒弟の学習がどのように成立するの

か、という点を明らかにするために、産婆の研究（Jordan 1989）や仕立屋の研究（Lave 

1977）などのような徒弟制の研究を積み重ねてきた4。 

 近年、この分野の研究は、レイヴとウェンガー（Lave and Wenger）の正統的周辺参加

論5などの影響を受けて理論的にさらに緻密化し、徒弟教育やその他のインフォーマル教育

の研究（Singleton ed. 1998）、あるいは、学校教育の研究（Eckert 1989）として展開し

ている。そのなかでも、芸能や芸術分野の教授・学習に関する一連の研究（e.g. 福島編 

1995; Singleton ed. 23-103; cf. 生田 1987）は、本稿と特に密接な関わりをもつものであ

る。筆者はこれまで、これらの研究の知見を踏まえて、中国伝統演劇（おもに秦腔）の俳

優教育の研究を行ってきたが（清水 2005、2006a、2006b、2007a、2007b）、本稿でもこ

うした研究からさまざまな示唆をえている。 
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3. 事例校の特徴と背景 

 

 では今日、伝統演劇の技や知識はどのように教授・学習されているのだろうか。ここで、

具体事例として取りあげる伝統演劇学校についての基本状況を紹介する。以下の記述は、

2008 年 3月 5日～28日と、9月 8日～30 日の期間に行った事例校でのフィールドワーク

の成果にもとづいている。 

 本稿で取りあげるのは、西安市の文芸南路にある陝西省芸術学校と呼ばれる地方劇・秦

腔の学校である6。秦腔とは、おもに陝西省や甘粛省などの中国西北地域で盛んな伝統演劇

であり、少なくとも明代中葉（16 世紀末）ごろから存在し、形成期の京劇（18 世紀末ご

ろ）にも少なからぬ影響を与えたといわれている7（蘇 82-92）。当校は、この秦腔の五年

制の演劇専攻コースをもつ中等の省立専門学校である（以下、省立学校と呼ぶ）。なお、同

コースは、中学・高校年齢（12 才～18 才）の生徒を対象として秦腔の俳優養成教育を行

うものであり、筆者のフィールドワーク当時には男女あわせて 90 名の生徒が在籍してい

たが（男女各 15名からなる三学級があった）、その卒業生の大半は、中国西北地域の秦腔

劇団に役者として就職することになっている。 

 省立学校の歴史的な背景についても少し述べておこう。当校は、1957 年 6 月に西安で

設立された陝西省戯曲学校を前身とする学校である。陝西地方では、1949年の中華人民共

和国の成立以前は、おもに“科班”と呼ばれる封建的な色彩をもつ教育組織で秦腔俳優の

養成を行っていた（清水 2010: 266-68）。しかし、1949年以降は、社会主義革命を担う演

劇人の養成を行うために、科班時代の封建的色彩を払拭した社会主義的な演劇学校（中国

では“戯曲学校”と呼ばれる）が全国各地で数多く作られた。1957年に設立されたこの陝

西省戯曲学校は、そのような社会的文脈のなかで開設されたものであり、社会主義体制下

では陝西省でもっとも古い中等の戯曲学校といわれている（中国戯曲志編纂委員会・《中国

戯曲志・陝西省》編纂委員会 495）。ただし、他の多くの戯曲学校と同様に、陝西省戯曲

学校も文化大革命（1966 年～1976 年）の時期には閉鎖され、文革終結後の 1978 年 6 月

まで再開されなかった。また、文革による社会的混乱によって、再開後も多くの教職員が

職場に復帰できなかったので、再開後の学校は、それまでの学校とは教職員の陣容が大き

く異なる新たな学校として再出発した（潘 5-11）。これが現在の陝西省芸術学校である。 

 最後に、省立学校の秦腔演劇専攻コースの授業の基本的特徴について述べよう。省立学

校の秦腔演劇専攻コースの授業は、まず教養科目と専門科目に大別される。前者は国語、

数学、政治、歴史、英語などの一般教養科目であり、秦腔の演技の習得とは直接の関係は

ないが、役者の素養を高めるための科目として重視されている。また、後者は、①基本的

な型の習得を行うための基礎的な授業、②芝居の稽古、および、③演技や演劇史や音楽や

文学などに関わる理論的な授業の三種類に分けられる。①の基礎的な授業には、“身段”（し

ぐさの基本を稽古する授業）、“毯子功”（立ち回りの基礎を練習する授業）、“腿功”（足腰

の鍛錬を目的とする授業）、“唱念”（歌とせりふの練習をする授業）、“把子功”（槍や刀な
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どの小道具の操り方を学ぶ授業）などの授業がある。秦腔は中国の他の多くの伝統演劇と

同様、きわめて様式的な芸能であり、役者は歌、せりふ、しぐさ、立ち回りに関する一連

の型を習得しなければならないが、これらの授業はそうした型を学ぶためにある。 

 一方、②の芝居の稽古は、“劇目”や“排戯”と呼ばれるものであり、実際に演目を稽古

する授業である。ただし、この授業は応用科目であり、生徒が①の基礎的な授業の内容を

ある程度まで習得したころに開講される。また、この授業では、生徒は役柄別に芝居の稽

古をする。というのも、秦腔には、“生”（男性役）、“旦”（女性役）、“浄”（隈取りをする

男性の役）、“丑”（道化役）の四大分類とその下位分類からなる“行当”と呼ばれる役柄の

集合体があり、生徒は当校に入学後、声質や顔立ちなどの身体条件に応じていずれかの役

柄に振り分けられ、特定の役柄の役者として役柄別に俳優修業をし、役柄別の稽古演目を

習得することになっているからである。 

 ③の理論的な授業には、芸術鑑賞や戯曲史（演劇史）や板式（拍子）や文芸学といった

ものがある。これらは、演技や演劇史や演目などに関する知識の向上と視野拡大を目的と

している。たとえば、芸術鑑賞の授業では、秦腔や中国演劇に限らず、世界のさまざまな

ジャンルの演劇の映像資料を鑑賞する。戯曲史の授業では、おもに中国演劇の歴史につい

て取りあげ、演劇史における秦腔の位置づけや発展の経緯について学ぶ。そして、板式の

授業では、秦腔の拍子について学び、文芸学の授業では、秦腔の演目とも関連のある文学

作品や文芸理論などについて学ぶ。 

 

表１：省立学校の秦腔演劇専攻コースの授業内容 

授業タイプ 教養科目 専門科目① 

（基礎的科目） 

専門科目② 

（芝居の稽古） 

専門科目③ 

（理論的科目） 

授業科目名 国語、数学、政治、

歴史、英語 

身段、毯子功、腿

功、唱念、把子功 

劇目（排戯） 戯曲史、芸術鑑

賞、板式、文芸学 

授業の主目的 一般教養の向上 基本的な型の習

得 

演目の習得 演劇知識の向上

と視野拡大 

 

開講時期 

 

第一学年から 

把子功と身段は

第二学年から、残

りはすべて第一

学年から 

 

第二学年から 

第四学年、あるい

は、第五学年にの

み開講 

 

 

 

授業編成の特徴 

 

 

 

男女混合の一斉

授業 

唱念以外はすべ

て男女別の授業、

唱念は第二学年

前半ごろまで男

女別の授業で、そ

の後は役柄別の

授業 

 

 

 

役柄別の授業 

 

 

 

男女混合の一斉

授業 

 

なお、上述の授業は、開講時期や授業編成の特徴も少々異なる、という点をつけ加えて

おきたい。国語や数学などの教養科目は、いずれも第一学年から開講される男女混合の一

斉授業である。専門科目③の理論的科目も、男女混合の一斉授業であるが、開講時期は第
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四学年か第五学年のみとなっている。一方、専門科目①の基礎的科目は、科目によって開

講時期が異なり、毯子功と腿功と唱念は第一学年から、また、把子功と身段は第二学年か

ら開講される。さらに、授業編成の特徴にも多少の違いがあり、身段、毯子功、腿功、把

子功の四科目はすべて男女別の授業であるが、唱念だけは第二学年前半ごろまで男女別の

授業であり、その後は生徒の役柄別の授業になっている8。専門科目②の芝居の稽古に関し

ては、第二学年から開講される役柄別の授業となっている9。これまで取りあげた授業の諸

特徴を表１にまとめておいた。 

 

4. 口伝心授からみた秦腔の教授・学習過程の特徴 

 

ではここで、省立学校の教育現場できわめて重視されている口伝心授の実践に目をむけ

て、秦腔の技や知識の教授・学習過程の特徴を捉えてみたい。 

 

4. 1  口伝心授の基本的特徴 

 省立学校の秦腔演劇専攻コースにはさまざまな科目があるが、表１の教養科目と専門科

目③の理論的科目では、普通の学校と同じような授業形式がみられる、ということをまず

指摘しておきたい。すなわち、教師はおもに教科書などに依拠して授業を進め、生徒は教

師のそうした授業方法をとおして学習する、という見慣れた光景である（写真１を参照）。

専門科目③の芸術鑑賞の授業のように、映像資料の鑑賞に重点を置くものもあるものの、

大半の科目では、そうした授業形式をとっており、定められた教科書を用いて、カリキュ

ラムにしたがった学習進度で授業を行っている。 

 

 

写真１：教養科目の授業風景    写真２：口伝心授による芝居の稽古風景 

（2008年 3月筆者撮影）         （2008 年 9月筆者撮影） 

 

 ところが、専門科目①の基礎的科目と②の芝居の稽古では、これとは顕著に異なる授業

形式がみられる。これらの授業では、口伝心授と呼ばれる教育方法が中心的に用いられて



8 

 

いる。口伝心授とは、他の芸能にも幅広くみられる、いわゆる口伝えの教授・学習方法を

さす。すなわち、芸の体得者である教師の手本にしたがって、生徒が体で技を覚えるとい

った伝統的な教育方法である（写真２を参照）。この口伝心授は、生徒による模倣と観察を

基本としているものの、教師による叩きこみという行為も含んでいる。というのも、秦腔

の技や型などはきわめて複雑な構成になっており、模倣と観察だけでは習得するのが困難

なので、少なくとも初期段階でまず教師による手取り足とりの指導が必要だからである。 

 では、この口伝心授は、これらの専門科目の授業において、具体的にどのような位置を

占めているのだろうか。まず、これらの専門科目でも、文字教材などがまったく使用され

ないわけではない、という点を強調しておきたい。たとえば、歌とせりふの練習をする唱

念の授業では、歌の練習に“簡譜”と呼ばれる簡略表記された楽譜を用いるし、せりふの

練習にも芝居の登場人物のせりふが印刷されたプリント教材などを使用するのである。こ

うした文字教材は、省立学校の“戯曲音楽教研室”と呼ばれる唱念の授業の担当教師たち

の教育研究室によって作成されており、旦（女性役）の役柄の“念白”（せりふ）教材があ

るといったように、役柄別の文字教材が編まれている。 

 このように、文字教材は、これらの専門科目においても多少は浸透している。とはいう

ものの、多くの授業では、そうした文字教材は補助的・周縁的な存在であり、口伝心授こ

そが中心的な役割をはたしている。たとえば、専門科目①の毯子功、身段、腿功、把子功

などでは、文字教材は基本的には用いず、口伝心授へほぼ全面的に依存した授業を行って

いる。こうした科目の文字教材に関しては、北京の演劇学校で出版された毯子功や把子功

などの教科書（e.g. 陸・王 2005; 万 2005）が存在するものの、それらは教師が授業計画

を練る際に補助資料として活用するものであって、生徒が技や型の習得のために稽古中に

直接利用することは稀なのである。 

 一方、専門科目②の芝居の稽古でも、口伝心授に大きく依存した授業を行っている。秦

腔の場合、多くの演目に台本があるので、歌やせりふの暗記はそれに依存する。台本は、

芝居全体に対する具体的なイメージをえるためにも閲読が必要である。しかし、台本では

学べない歌やせりふの抑揚とテンポ、および、身体的所作などの習得については、やはり

口伝心授をとおした教師の直接指導に頼らざるをえない。もちろん、専門科目①の唱念の

授業でも同様に、文字教材では捉えきれない歌やせりふの抑揚とテンポなどを稽古すると

きは、口伝心授が欠かせないのである。 

 それでは、教師と生徒は、この口伝心授をそれぞれどのように捉えているのだろうか。

教師の多くは、生徒が秦腔のような複雑で総合的な上演芸術を身につけるには、まず教師

の手本をもとにした反復練習が必要であり、口伝心授による身体を実際に使った稽古が不

可欠である、と考えている。たとえば、稽古の現場では、次のような発言をしばしば耳に

する。 

 

「教科書のような理論的なものだけでは、身体的所作の感覚的な特徴や美しさを十分に体
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感することはできない。教科書の文章や図では、秦腔の特徴を平面的に説明できても、立

体的に捉えることはできない。だから、教師は必ず手本をみせるべきであり、生徒はそう

した手本を真似ることから学ぶべきである。」 

（2008 年 3月 25日（火）のフィールド・ノートより） 

 

「映像教材をみるだけでは、人物描写に必要な身体技や感情表現を本格的に身につけるこ

とはできない。そもそも秦腔の演技は、映像教材だけで習得できるほど単純ではない。や

はり、教師が直接的な模範を示す必要があり、生徒はそれを近くでみて、実際に自分の手

足を動かして練習を積み重ねる必要がある。」 

（2008 年 3月 22日（土）のフィールド・ノートより） 

 

一番目の発言は、学級担任のひとり N・W 先生（40 代男性）がひんぱんに口にしていた

ものであるが、文字教材などだけに依存することの問題を指摘し、口伝心授の重要性を強

く訴えている。また、二番目の発言は、芝居の稽古の担当教師 L・F先生（40代の男性教

師）によるものであるが、彼がいう映像教材とは、先述の専門科目③の芸術鑑賞の授業な

どで用いる教材をさす。これらの発言からも明らかなように、口伝心授は、秦腔の習得の

ためにはかけがえのない教育方法として捉えられているのである。 

 ところで、生徒にとっても、口伝心授は欠くことのできない教育方法であり、特に芝居

の稽古では、人物表現の仕方を具体的に覚えるうえで、きわめて重要な役割をはたしてい

る。そして、生徒は、稽古の初期段階において、口伝心授による教師の直接指導に依拠し

なければ、歌やせりふの抑揚とテンポ、および、身体的所作の細かい特徴を捉えたり、そ

れらの学習項目のなかで習得がうまくいかなかった点を修正したりするのに困難をきたす

のである。生徒は、たとえば、以下のようなことをよく口にする。 

 

「僕たちは、まだ舞台経験の浅い見習い役者なので、まず先生に手取り足とり指導しても

らって、口伝心授で方向づけてもらわないと、何もできないのです。口伝心授によってこ

そ、演技の基本が確実に身につくと思います。」 

（2008 年 9月 28日（日）のフィールド・ノートより） 

 

「低学年のときは、基本が身についていなかったので、初めに口伝心授をとおした直接指

導によって、先生から芸を体に叩きこまれました。今思えば、先生の手本の真似をするだ

けで、当時は稽古に自由がなかったけれど、先生にその都度間違いを指摘してもらえたの

で、演技の基本はしっかりと身につきました。」 

（2008 年 9月 26日（金）のフィールド・ノートより） 

 

最初の発言は、筆者のキー・インフォーマントであった T・B 君という三年生の男子生徒
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によるものである。二番目の発言は、2007 年に当校を卒業した S・Bさんという女子生徒

によるものである。中国語では、手取り足とりのことを“一招一式”と表現するが、これ

らの発言からもうかがえるように、口伝心授をとおしたそうした“一招一式”の稽古指導

をありがたく思う生徒は少なくないのである。 

 ただし、生徒のなかには、口伝心授という教育方法に難点を感じている者もいる、とい

うことをひと言つけ加えておきたい。特に稽古経験の浅い低学年の生徒の場合、手本を示

す教師が不在の放課後などに自己練習するとき、身体的所作の細部などをはっきりと思い

出せなくて困ることがある10。稽古経験の豊富な上級生に尋ねたり、映像資料などをみた

りして、問題をある程度まで解決することもできるが、それでも口伝心授による教師の直

接指導がないと不便に感じる者はいるのである。 

 

4. 2  口伝心授の分析的側面 

 前節 4.1 では、口伝心授が生徒による模倣と観察や、教師による叩きこみという行為か

ら構成されていることを述べた。しかし、口伝心授は単にそれだけのものではない。それ

は、生徒の能力や習得状況・段階に応じて、単純な手取り足とりの叩きこみという指導法

を超えた、より分析的・啓発的な教育方法になるのである。ここでは、口伝心授のそうし

た側面がもっとも顕著にみられる専門科目②の芝居の稽古に焦点を当てながら、その特徴

を捉えてみたい。 

 まず、省立学校の芝居の稽古では、稽古のための演目が①入門レベルの芝居（“啓蒙戯”）、

②中級レベルの芝居（“中年級”）、③上級レベルの芝居（“高年級”）、といった三レベルに

分けられていることを述べておこう。①の入門レベルの芝居とは、芝居の稽古を始めて間

もない二年生の生徒が学ぶものであり、比較的単純な物語内容の演目を断片稽古（最初か

ら最後までのとおし稽古ではなく、“片段”と呼ばれる演目の一部分のみの稽古）すること

である。これに対して、②（三年生が対象）や③（四、五年生が対象）のレベルの芝居と

は、より高度な演技力がもとめられる複雑な演目をとおし稽古することである。このよう

に、芝居の稽古は、学年が進むにつれて修業の厳しさを増し、習得内容も易から難へと進

行するように組まれているのである。なお、生徒が稽古する演目は、すべて役柄別の稽古

演目であることもつけ加えておきたい11。 

 さて、省立学校では、これらの三レベルの稽古演目にほぼ対応する次のような教育方法

が理想的とされている。すなわち、❶“以身示範・直観模倣”の方法、❷“減少注入・加

強啓発”の方法、❸“半教半導・誘導創造”の方法、と呼ばれる三段階の教育方法である

（盛編 58）。ここで、❶以身示範・直観模倣の方法とは、教師がみずから手本を示し、生

徒がそれを観察・模倣して学ぶことを意味する。これは、基礎がまだ身についていない低

学年の生徒（二年生）を対象とした教育方法であり、教師は生徒に手本の厳密な模倣をさ

せ、手足の曲げ具合にいたるまで懇切丁寧な指導をする（写真３を参照）。また、❷減少注

入・加強啓発の方法とは、教師が生徒に演目（演目の歴史的背景や芸術的特徴なども含む）



11 

 

に関する詳細な説明を行ったり、台本のなかの難しい語句や成語などを解説したりする、

といったより分析的な稽古法のことである（写真４を参照）。この方法では、生徒に台本を

読ませて感想文を書かせ、自己が演じる人物の特徴と役割を明確に把握させようとする。

これは、おもに三年生を対象とした教育方法である。 

 

 

  写真３：手取り足とりの稽古法        写真４：分析的な稽古法 

    （2008 年 3月筆者撮影）        （2008 年 9月筆者撮影） 

 

 ❶や❷の方法と比べて、❸の半教半導・誘導創造の方法はさらに分析的である。この方

法は、高学年（四年生以上）を対象としており、生徒の知的好奇心を刺激し、創造力の向

上をめざすものである。この方法では、生徒に台本を詳細に分析させ、自己が演じる人物

の特徴や役割、あるいは、演目の芸術的特徴に関する作文を書かせて教師と討論する、と

いうようなことを行う。また、専門科目③（表１を参照）の芸術鑑賞や文芸学や戯曲史の

授業などと連動して、生徒がより広い文脈で演技について考察できるように工夫が凝らさ

れている。これら❶～❸の教育方法の特徴をまとめると、表２のようになる。この表から

もみて取れるように、これらの教育方法の重点は、教師による教授的介入の度合いの高い

もの（教師が手取り足とりに教える❶以身示範・直観模倣）から、そうした直接的な教授 

 

表２：芝居の稽古における三段階の教育方法  

教育方法の名称 対象学年（稽古演目のレベル） 教育方法の特徴 

❶以身示範・直観模倣 二年生（入門レベルの芝居） ●手本による模倣と観察の

反復 

❷減少注入・加強啓発 三年生（中級レベルの芝居） ●教師による演目の説明と

台本の解説、生徒による台

本の閲読と感想文の執筆 

❸半教半導・誘導創造 四・五年生（上級レベルの芝居） ●生徒による台本の分析、作

文の執筆、教師との討論 

●芸術鑑賞や文芸学や戯曲

史の授業などとの連携 
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的介入が少なく、生徒の創造力と思考力を高めようとするもの（教師が分析的・啓発的に

教える❸半教半導・誘導創造）へと移行していくのである12。 

 ところで、実際の稽古は、上記のような段階的教育方法に必ずしも厳密にしたがうわけ

ではない、という点を強調しておきたい。生徒の能力や習得状況はそれぞれ異なるので、

こうした教育方法は柔軟に調整されて用いられるのである。たとえば、人よりも呑みこみ

が遅く、芝居の習得に困難をきたしている生徒にとっては、台本を閲読し感想文を書いた

り、教師と討論したりすることは容易ではない。このような場合は、たとえその生徒が四

年生や五年生であっても、教師は二年生を対象とした❶の教育方法にしばらく時間を割い

て、懇切丁寧に指導することがある。一方、人並み以上に呑みこみが早く、高度な歌唱力

や表現力をもつ優秀な生徒には、教師は早くから❷や❸のような分析的な稽古法を用いて、

生徒の知的好奇心を刺激し、啓発しようとすることもある。実際、筆者のフィールドワー

ク当時も、W・H 君（当時 15 才の男子生徒）という歌唱力と表現力に優れた生徒がいた

が、その生徒に芝居の稽古をしていた Z・X先生（40代の男性教師）は、彼の頭の回転の

速さと歌唱力や表現力の豊かさを高く評価し、W・H君がまだ中級レベルの芝居を学んで

いたにも関わらず、台本を分析し作文を書かせたり、それをもとに討論させたりするとい

う、❸に該当する教育方法を先取りして用いていたのである。 

というわけで、これら三つの教育方法は、基本的には段階的に用いられるものの、相互

に排他的なものではなく、必要に応じて織り交ぜられるのである。なお、前節 4.1 までの

口伝心授の定義は、おもに❶の特徴（手本の観察・模倣の反復）にしたがったものである、

という点をつけ加えておきたい。口伝心授といえば、❶の教育方法のイメージが強いかも

しれないし、❷や❸の教育方法においても手本の観察・観察という行為は完全にみられな

くなるわけではないが、それはあくまでも、低学年の生徒に対して用いられるとき、ある

いは、芝居の習得に問題を抱えている生徒（上級生も含む）への対処法として用いられる

ときに強調されるものなのである。 

 

5. 口伝心授の教育人類学的考察 

 

 ここで、これまでの記述内容を踏まえて、口伝心授の特徴を教育人類学の教授・学習研

究の視点からさらに一歩踏みこんで考察してみたい。 

 まず、口伝心授のような教育方法は、教育人類学の教授・学習関連の研究における徒弟

教育の特徴といくつかの点で非常に似通っている、ということを述べておこう。たとえば、

デ・コーカー（Gary DeCoker）によると、日本の伝統芸術教育の分野の多くには、観察

をとおした手本の模倣（copying the model）という特徴が顕著にみられるという（DeCoker 

71-72）。すなわち、師匠の手本を模倣することで、正しい型や規範的な動作をまず習得し

なければならない、と考えられているからである。さらに、芸能という複雑な身体表現や

身体技を習得する場合は、最初に師匠によるある程度の叩きこみ（didactic teaching）も
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不可欠であるという指摘もある（橋本 205-06）。もとめられる技能が比較的単純な仕立屋

や床屋などでは、師匠による教授行為（teaching）が顕著に欠如しており、徒弟はおもに

観察と模倣をとおして自律的に学ぶということが指摘されているが（Lave 1977; Woods 

1972）、それと比べると芸能の実践はあまりにも複雑なので、模倣と観察だけによって習

得するのは困難だからである。 

 すでに述べたように、秦腔の口伝心授でも、特に上記❶の教育方法においては、手本の

模倣と観察の反復という行為が顕著にみられる。生徒に一連の型や技などをひととおり習

得させることが重視されており、自由に創造性を発揮させる段階ではないと考えられてい

るからである。また、この❶の稽古段階では、生徒にまだ基礎が身についておらず、自力

で複雑な秦腔の技や型などを習得できないので、教師がまず手取り足とりの指導をする、

ということも上述のとおりである。特に、この後者の教師による積極的な教授的介入とい

う点については、パフォーマンス研究者のシェクナー（Richard Schechner）の次のよう

な指摘も示唆的である。シェクナーは、中国伝統演劇などの様式的な演技のことを体系化

した演技（codified acting）と呼び、記号論的に体系化した複雑な身体動作などを習得さ

せるために、教師はまず芸を文字どおり生徒の体に叩きこまなければならないと指摘する

が（Schechner 183-88）、同じように体系化した秦腔の演技の習得過程でも、教師はまず

手足の曲げ具合まで指導して生徒の体に芸を覚えさせるのである（写真３を参照）。 

 ただし、秦腔の口伝心授に教師による叩きこみが顕著にみられるのは、秦腔が省立学校

という文脈で教授されていることとも関係があると考えられる。そもそも学校教育の典型

的な特徴のひとつとして、カリキュラムにしたがった教授（teaching）が教育の枠組みを

形成する、という指摘もある（Greenfield and Lave 1982; Sigaut 1993）。そして、省立

学校でも、表１で示したすべての授業はカリキュラムによって管理され、学期ごとの学習

内容や学習進度が細かく決められている。芝居の稽古に関しても、すでに述べたように、

入門レベルの芝居、中級レベルの芝居、上級レベルの芝居、といった役柄別の三レベルの

芝居があり、どの役柄を修業する生徒がどの稽古演目をどのくらいの期間で稽古するかも

細かく決められている。さらに、技を教えず盗むことを弟子に期待する徒弟制の親方では

なく、教えることを生業とする教師という専門家たちによって、それらの科目が教授され

ている（cf. Singleton 1989）。したがって、こうした状況では、教師は限られた時間内で

一定のペースで授業を行うため、叩きこみという行為にある程度は依存せざるをえないだ

ろう。給料をもらって雇われている以上、彼らは少なくとも、生徒に何も教えないで模倣

と観察だけさせる、というわけにはいかないはずである。 

 ところで、前節 4.2 では、芝居の稽古の教育方法が❶の方法から❸の方法へと、しだい

に分析的な度合いを高めていくことを述べたが（表２を参照）、教授・学習関連の研究にお

いては、特にこの❷や❸のような分析的・啓発的な教育方法は、学校教育的な特徴をもつ

ものといえるかもしれない。興味深いことに、こうした教育方法は、日本の神楽の習得過

程を分析した西郷が指摘する、学校化した稽古法と類似しているのである。西郷によると、
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かつて非学校的文脈で教えられていた神楽などの民俗芸能が学校で教えられるようになっ

たとき、それまで曖昧だった教え方が懇切丁寧で分析的になり、教育内容が整理されてよ

り整然とし、言語による指導が飛躍的に増えたという（西郷 128-35）。この点では、表２

の❷や❸のような教育方法も、秦腔のかつての稽古法と比べて、より分析的で整然とした

ものであるようである。実際、科班時代（徒弟教育時代）にはこうした分析的な教授法は

みられなかった、と証言する秦腔俳優も多いのである。たとえば、筆者は、次のような発

言をしばしば耳にしたことがある。 

 

「昔は、芝居の稽古のやり方は今よりも単純で、私たちが稽古を始めたばかりのころは、

師匠は手取り足とりの指導をし、私たちはとにかくそれにしたがう、という感じでした。

しかし、私たちが基礎を身につけると、師匠は手取り足とりの指導をやめて、私たちにど

んどん人前で実演させました。当時は、秦腔の上演機会は今よりも多かったので、公演活

動への参加をとおして芸を覚える、というような感じになっていったのです。もちろん、

実演の前に、師匠がひととおり演目内容や登場人物などについての説明をしてくれました

が、今のように台本分析や作文執筆まで行うような丁寧なものではありませんでした。当

時の師匠の多くは、学がなくて文字もろくに読めなかったので、演目の説明は基本的に口

頭で行われ、台本や作文などの文字情報に依拠して演目内容や登場人物を分析する、とい

うことができる条件が整っていなかったです。また、当時は映像教材などもありませんで

したので、その点でも、現在のような体系的な稽古をする条件は整っていなかったです。」 

（2005 年 3月 21日（月）のフィールド・ノートより） 

 

この発言は、筆者のインタビュー当時 80 代であった男性役者 L・Zが 1930 年代の状況を

回想したものである。L・Z 氏は、西安の西郊外の戸県という町のある小規模な科班（徒

弟制的な俳優教育組織）に属していた。この科班のおもな特徴は、“戯班”と呼ばれる劇団

と一体となっており、科班に在籍中の生徒も公演活動にひんぱんに参加することができた、

という点である（cf. 張 2003）。1930 年代当時は、現在よりも秦腔の公演機会がはるかに

多かったうえに、科班の母体である戯班も生徒を貴重な戦力とみなしていたので、L・Z

氏も日々の稽古のかたわら、公演活動をとおして実践経験を積むことができたのである。 

 さて、上述の発言でとりわけ興味深いのは、L・Z氏が当時の稽古法を相対的に「単純」

と感じており、今の稽古のやり方を「丁寧」とみなしている点である。当時は、師匠の教

養レベル13や物理条件などに限りがあって、現在のような台本分析や作文執筆を行ったり、

映像教材を利用したりする分析的・系統的な稽古ができなかったので、当時の稽古法を今

よりも「単純」と感じているのである。一方、当時多かった戯班との一体型の科班では、

教育（俳優教育）と労働（公演活動）は直結しており、生徒は公演活動に参加することで

芸を磨くとともに、労働力として戯班の公演にも貢献していた。そして、演技の基本を学

ぶとすぐに生徒を舞台に立たせるという大ざっぱな稽古法を用いていたので、劇団から独
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立していて俳優教育だけに特化しており、公演活動に左右されることもなく、芝居の稽古

にじっくりと時間をかける省立学校の稽古法を「丁寧」と感じているのである。 

 このように、上述の発言からは、現在の省立学校の稽古法が西郷の報告（1995）にある

学校化した神楽の稽古法と類似しており、相対的により分析的・体系的なものであること

がうかがえるのである。なお、秦腔演劇界には、現在でも、かつての科班に似た特徴をも

つ民営演劇学校14と呼ばれる俳優教育組織があり、この L・Z 氏の発言を裏付けるような

相対的に単純な稽古法がみられる、という点をひと言つけ加えておきたい。紙数に限りが

あるので詳細は別稿（清水 2010）に譲るが、そこでは旧態依然とした俳優教育を実践し

ており、科班時代のように物理条件（特に教育設備）や教師の教養レベルなどに制約があ

り、省立学校ほど分析的・体系的な稽古法はみられないのである。 

 

おわりに 

 

 最後に、本研究の意義と展望について述べたい。本稿では、教育研究の立場から口伝心

授という教授・学習方法に注目して、中国伝統演劇（秦腔を事例として）の技や知識の教

授・学習過程の特徴について記述・分析してきた。中国芸能の研究者にとって、口伝心授

そのものは珍しくないだろうが、伝統演劇学校関連の先行研究ではあまり取りあげられて

こなかった口伝心授の教授・学習過程の実態については、エスノグラフィックに掘り下げ

ることができたと思っている。 

 ところで、本稿では、事例研究という形をとっているため、おもに秦腔の省立学校の事

例に焦点を絞ってきたが、口伝心授は中国の他の劇種や他国の芸能・芸術の俳優教育組織

などでも幅広くみられるものである。秦腔の他の俳優教育組織に限ってみても、筆者は、

訓練班（劇団付属の俳優教育組織）や民営演劇学校（上述の科班的特徴をもつ俳優教育組

織）と呼ばれる教育組織などでも、口伝心授が中核的な教授・学習方法として重視されて

いるのを観察した（清水 2006a、2007a、2007b、2010）。したがって、今後は、そうし

た秦腔の他の俳優教育組織の事例や、あるいは、京劇などの他の劇種や他国の芸能・芸術

の教育組織の事例とも比較を行って、口伝心授を介した伝統演劇・芸術の技や知識の教授・

学習過程の本格的な比較研究ができればと考えている。 

 一方、本稿の知見が教授・学習関連の教育人類学的研究にどのような貢献をはたせうる

か、という点についてもひと言述べておきたい。端的にいえば、この分野の研究で芸能や

芸術を研究対象とするものの多くは、非学校的な文脈での教授・学習過程の特徴を記述・

分析するものである。先述の西郷（1995）のように学校教育の問題を多少とも取りあげる

研究もあるが、全体的にはまだ稀である。その点、中国伝統演劇は学校化が著しく、本稿

でも省立学校という演劇の専門学校に目をむけることになった。本稿は、その意味で、こ

の分野の先行研究に対して、学校という文脈で教授・学習される芸能教育の新たな事例を

つけ加えるものであるといえる。前節の考察では、口伝心授の実践に的を絞って先行研究
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との違いを指摘したが、今後は俳優教育の口伝心授以外の側面も取りあげて、より包括的

に学校で教授・学習される芸能教育の特徴を捉えていきたいと思っている。 

 

 

 

注 
1 換言すれば、こうした研究では、伝統演劇学校の教育のインプット（教師数や学校の教育・

経済条件など）やアウトプット（獲得した賞や稽古した演目の名称など）に関する記述はある

ものの、どのように稽古するのかという教育の過程についての記述が少ないのである。 
2 文化化の概念の詳細については、江淵（1985）を参照されたい。なお、文化化という観点か

らみれば、学校教育のような形式の整った文化化は制度的文化化（formal enculturation）と

呼ばれ、家庭における日常生活を通じた形式のはっきりしない非制度的文化化（informal 

enculturation）とは区別されることもある（江淵 1985: 39）。 
3 たとえば、教育人類学の誕生と発展に多大な貢献をした人類学者ジョージ・スピンドラー

（George Dearborn Spindler）も、心理人類学（文化変容論）と教育人類学（文化伝達論）の

二分野と関わりをもって研究してきた（江淵 1988: 205-09）。 
4 教育人類学者が徒弟制に注目したのは、それが文脈依存的な具体的な技能や知識を教授・学

習するインフォーマル教育の典型例であるとされていたにも関わらず、文脈依存的ではない一

般的・抽象的な技能や知識（学校的な算数能力など）の教授・学習もみられること、また、徒

弟の学習過程にそれ相応のフォーマルな側面がみられることなどによる（清水 2007a: 163-64）。 
5 これは、人の学習を個体主義的に個人の頭のなかで生起するものとして捉えるのではなく、

ある特定の社会的状況への共同参加の過程として捉える理論である（レイヴ＋ウェンガ― 

1993）。 
6 この学校については、別稿（清水 2005、2006b; Shimizu 2010）でも取りあげたことがある。 
7 秦腔は、京劇などと多くの点で似ているが、節回しやリズムや音楽などに独特の特徴がある。

たとえば、秦腔の節回しには、喜びや嬉しさを表す“歓音”と、悲噴や沈んだ情感を表現する

“苦音”とがあり、秦腔の歌のリズムには、“板式”と総称される“二六板”、“慢板”、“帯板”、

“二導板”、“墊板”、“滾板”などがある。秦腔の芸能的な特徴や歴史的背景についてのさらな

る詳細は、拙稿（2010: 264-65）を参照されたい。 
8 唱念の授業がこのような特殊な形態をとるのは、第二学年の前半ごろまで歌やせりふに関す

る基本技能の習得（語句の発音訓練や、拍子や楽譜や発声法についての基礎知識・技術などの

習得）をするからであり、また、生徒の役柄が未分化だからである。基本技能の習得がひと段

落つき、役柄が決定する第二学年の後半ごろからは、役柄別の授業となり、生徒は各自の役柄

の代表演目の歌やせりふの練習をするようになる。なお、専門科目①の授業で男女別の授業を

行うのは、女子生徒が修業する旦（女性役）と男子生徒が修業するそれ以外の役柄（生、浄、

丑）に、身体動作や型の特徴などの点で顕著な違いが存在するからである。 
9 芝居の稽古が第二学年から開講されるのは、第一学年の生徒はまだ役柄が未分化だからであ

り、秦腔の演技を行うのに必要な基本的な型を専門科目①の基礎的科目で習得していないから

である。 
10 同様のことは、千葉県松戸市の三匹獅子舞という芸能の稽古を観察した上野（182）も報告

している。 
11 たとえば、“小生”（若い美男子の役）という役柄があるが、この役柄を修業する生徒の場合

は、入門レベルの稽古演目として、『夜逃』、『虎口縁』、『花亭相会』などを学び、中級レベル

の芝居では、『抱合』、『激友』、『庵堂認母』などの演目を稽古し、上級レベルの芝居では、『悔

路』、『白逼宮』、『白門楼』などの演目を習得する。生徒が修業する役柄によって、習得する演

目は異なるが、いずれの役柄でも稽古演目はこの三レベルに分けられている。 
12 ここで重要なのは、これら三つの教育方法の関係はその比重にある、という点である。❷や

❸の教育方法においても、❶の手本の観察・模倣という特徴がまったくみられなくなるわけで
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はない。手本の観察・模倣という行為は、❶～❸のどの教育方法にも通底している基本的な特

徴であるが、❷や❸の教育方法においては、単調にそれがくり返されるのではなく、より分析

的・啓発的な手法が強調される、ということである。 
13 当時の中国では、役者は“戯子”（役者を卑しい職業に従事する者とみなす表現）と呼ばれ

て軽蔑されていたし、特に陝西地方では、陝西易俗伶学社という一部の先進的な科班の師匠を

除けば、高い教養をもつ師匠は全体的に稀な存在だったようである（焦・閻 2005; 蘇 2009）。 
14 民営演劇学校とは、整った設備と潤沢な資金をもつ国営の省立学校とは異なり、民間人によ

って個人経営されている演劇学校であり、教育設備や教育経費にかなりの制約がある。特に、

経済条件や教育条件の悪さなどの点で、かつての科班を彷彿させる（清水 2010: 273-76）。 
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