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秦腔の俳優教育の習得過程に注目して

　本稿の目的は、中国伝統演劇・秦腔の習得過程におもに焦点を当てて、俳優教育が徒弟制からど
のように学校化してきたか、という点を重層的に記述・分析することにある。
　従来の芸能教育関連の研究においては、徒弟教育で人材育成をする芸能の事例報告が多々みられ、
学校化した芸能の事例を扱うものはごく限られている。その理由としては、研究対象とされている
芸能が学校化していないから、または、学校にあまり関心をもっていない芸能研究者による事例報
告が多いから、という点が考えられる。
　しかし、国をあげて人材育成してきた中国プロパガンダ芸術の場合、しばしば国営専門学校での
教育が重視されてきた。とりわけ、秦腔では、中華人民共和国の建国前から中等演劇専門学校が存
在し、複雑な歴史を歩みつつも、現在まで俳優養成において重要な役割を担ってきた。さらに、秦
腔が2006年に国家レベルの無形文化遺産となってからは、権威ある教育機関として、後継者育成
における国営学校の存在は、ますます欠かせなくなっている。秦腔のこうした現状を踏まえ、また
近年の一部の芸能研究でも学校に関する記述が以前より増えつつあることも考慮に入れると、芸能
教育の学校化について考察することは重要であると思われる。
　本稿では、秦腔俳優教育における徒弟教育時代から現在までの歴史的変遷過程をまず詳述し、学校
化が芸の習得過程というより実践的な次元にいかなる影響をもたらしているかを明らかにする。そして、
学校化について取り上げる諸研究と比較しながら、秦腔俳優教育の学校化の特徴をより広い文脈におい
て浮き彫りにし、この文脈における芸能教育の学校化とはどのようなものかという基本的な問いを考察す
る。最後に、それを踏まえて、本稿が芸能教育や文化遺産の人類学的研究に対してもつ意義を示したい。
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Ⅰ	 はじめに

　本稿の目的は、中国伝統演劇・秦腔の事例を中
心として、おもに俳優の芸の習得過程に注目しつ
つ、芸能教育が徒弟制からどのように学校化し
てきたか、という点を明らかにすることにある１）。
伝統芸能の教育といえば、封建的な雰囲気の漂う
徒弟教育を連想する者も少なくないだろう。単な
る芸の教授・学習という次元を超えた全人格的・
情緒的な師弟関係のなかで、芸の奥義を身につけ
た権威的な師匠に徒弟奉公しつつ、長年の厳しい
修業に耐えて、芸を身につけていく弟子の姿を想
像する者も多いに違いない［cf.	Sigaut 1993］。実
際、そうした徒弟教育の事例は、世界各地の芸能
にみられるし、能や歌舞伎のような日本の伝統芸
能などでも、おもにそうした徒弟教育をとおして
人材育成が行われてきた。
　ところが、中国のプロパガンダ芸術の場合、人
民教化と政治宣伝の担い手を組織的に養成するた
めに、しばしば国営の専門学校での俳優教育が重
視されてきた。とりわけ、本稿で取り上げる陝
西地方の地方劇・秦腔２）では、民国期まで徒弟
制が主流であったものの、中華人民共和国の建国
前から中等演劇専門学校の雛型のようなものが出
現し、建国後はさらに国営の中等演劇学校が全国
各地に設立され、組織的に俳優を人材育成するた
めに演劇教育の学校化が推し進められてきた。そ
して、その後、演劇学校は複雑な歴史を歩んでき
たが、秦腔が2006年に国家レベルの無形文化遺
産となってからは、演劇界の後継者を育成する権
威ある教育機関として、その重要性はますます高
まっている。
　秦腔のこのような状況に目を向けるとき、学校
の存在を考慮に入れることは不可欠であり、今で
も徒弟教育をとおして伝承される芸能とは、それ
が大いに異なる形で近代化してきたことがわかる。
さらに、秦腔の事例は、学校教育を介した芸能の
教授・学習過程の特徴を浮かび上がらせるととも
に、「芸能教育の学校化」とはどのような過程か
という、より根本的な問題を考察するための格好
の材料を提供してくれる。以下では、芸能関連の
先行研究を概観し、本稿の課題をより明確に示そ
う。

Ⅱ	 先行研究と本研究の視座

　従来の人類学的芸能研究では、教育に関するも
のは少なく、芸能を儀礼、遊び、スポーツなど
の関連領域と比較して、諸ジャンル間の共通点
からその特徴を理解しようとするものが多かっ
た［Beeman 1993；シェクナー 1998；cf. シュル
ツ、ラヴェンダ 1993：135-165］。また、芸能の
内部構造や異なる芸能ジャンルの特徴に目を向け
るよりも、芸能と他の社会的慣行・制度とのつな
がりや、芸能が反映する当該社会の宗教・政治生
活やジェンダー関係やエスニック・アイデンティ
ティなどの実態に注目する傾向にある［Beeman 
1993：370-381］。近年では、観光資源や文化遺
産としての芸能に注目する研究もみられる。
　ただし、民俗芸能研究などにおいては、90年
代初頭ごろから芸能教育に関する一連の研究が盛
んに行われた。当時、民俗芸能研究では、民俗芸
能の近代化による変容にともなって、民俗芸能を
「始源」や「古風」や「伝統」や「素朴」といっ
た従来のイメージと結びつけることに疑問がもた
れるようになった。そして、橋本裕之や、彼が世
話人を務めた民俗芸能研究の会/第一民俗芸能学
会の活動に関与した福島真人を始めとする研究者
たちは、新たな研究課題を模索するなかで、従来
の民俗芸能研究を脱中心化するために、民俗芸能
の定義や民俗芸能研究の方法論などをさまざまな
観点から批判的に再考した［橋本 2006；民俗芸
能研究の会/第一民俗芸能学会（編） 1993］。そう
した彼らの試みのなかに、レイヴとウェンガーの
LPP論［レイヴ、ウェンガー 1993］に影響を受け
て、演技という身体的な知識を習得する/させる
方法や、そうした方法を内包する共同体の構造的
特徴を記述・分析しようとしてきた芸能教育研究
がある［上野 1994；小林 1994；橋本 1994］。
　その後、彼らは、こうした研究的関心をさらに
深く追究し、長期的な教授・学習過程によって社
会的に構築されていくものとしての身体（身体技
法）という観点から、能や大衆演劇などのさま
ざまな芸能教育の学際的な比較研究を行っている
［福島（編） 1995］。彼らの研究は、芸能教育に関
して多くの有益な視点をもたらし、教育や伝承を
扱うその後の芸能研究に直接・間接的な影響を与
えている［小林 2001；大石 2007；西郷 2002， 
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2006］。ただし、これらの一連の研究では、西郷
の神楽研究［西郷 1995， 2002， 2006］を除いて、
学校教育の問題はほとんど取り上げられていない。
　一方、近年、これらの民俗芸能研究とは独立し
た研究動向として、芸能と学校教育に関する経営
学的、あるいは、比較教育学的な研究も散見され
るようになった［cf.	Schechner 2006：221-262］。
たとえば、京都の芸舞妓や宝塚歌劇の事例を取り
上げる西尾［2007，2010］は、キャリア形成とい
う経営学的な観点から、それぞれの人材育成シス
テムにおける学校教育の役割も記述・分析してい
る。また、韓国の小学校における国学教育や八重
山諸島石垣島の郷土音楽教育などを研究する呉屋

［2008， 2017］は、比較教育学的な視点から、芸
能伝承の場としての学校の特徴について詳述して
いる。
　以上の初期の研究（とくに民俗芸能研究）の多
くで、徒弟教育的・非学校的な教育形態の分析が
中心を占め、学校教育に関する記述が限られてい
るのは、研究者が調査対象とする芸能が学校化し
ていないから、あるいは、芸能研究者が学校その
ものにあまり関心をもっていないからかもしれな
い。一方、西郷らによる近年の一部の研究で、学
校に関する記述がみられるようになったのは、芸
能教育で学校の重要性が以前よりも認識されつつ
あることを示しているのだろう。しかし、これら
の研究は、芸の習得過程との関連から、徒弟教育
と学校教育の相関性や、徒弟教育の学校化に関す
る体系的な記述・分析を行うものではない。
　本稿は、先述した福島や橋本らのかつての人類
学的な芸の習得研究［福島（編） 1995］と深く
関わるものであるが、それから二十年以上経った
今でも十分に研究されていない、徒弟教育の学
校化という文脈における芸の習得過程の歴史的
変化を明らかにすることを目指している［cf. 横
山 2015：168］。80年代ごろまでの教育人類学で
は、学校教育の特徴を相対化し、それをより良く
理解するために、徒弟教育との比較研究が積極的
に行われてきた［清水 2015：14-17］。そのひと
つの成果がレイヴとウェンガーのLPP論［レイヴ、
ウェンガー 1993］として結実することになるが、
LPP論によって超歴史的に抽象化されてしまった
徒弟教育の特徴を、日本の芸道的徒弟制に関する
民族誌的研究として具体的に捉え直したのが福島

や橋本らの芸の習得研究である。ただし、秦腔の
現状や西郷らの近年の研究をみるとき、今では学
校化した芸能教育の事例も少なからずあり、今後
増えるだろう教育形態として、学校は芸能教育の
ひとつの発展方向を示しているといえる。した
がって、芸の習得過程がどのように学校化してき
たかを記述・分析することが今やもとめられつつ
あるが、本稿はそうした現代的な文脈と芸の習得
過程の関係性に注意を払うことで、徒弟教育の分
析が中心だった芸能教育分野の人類学的な芸の習
得研究に新たな知見を提供したい。
　一方、本稿は、人類学的文化遺産研究にも間接
的に貢献できるだろう。人類学的文化遺産研究は、
知識や技能や価値観などの非物質的なものを含み、
人々の反復的な実践によって伝えられる文化的景
観や無形文化遺産といった新しいタイプの遺産が
登録されるようになると、それと関わって主要な
役割をはたす担い手や、文化遺産とともに生きる
人々に目を向けて、近年盛んに行われるように
なった［飯田 2017a，2017b］。とりわけ、中国は、
文化大革命時代に排除の対象であった伝統文化を
文化遺産として保護・伝承の対象にするという文
化政策の大転換を行い、21世紀に入ってから数
多くの無形文化遺産を登録してきたので、大いに
注目されている［飯田、河合 2016］。本稿は、そ
うした中国の無形文化遺産のひとつである秦腔を
取り上げるが、学校化した芸の習得過程について
の詳細情報を含むので、人類学者が同様の状況に
ある芸能の教育環境の現状分析をするのに役立つ
だろう。そして、本稿の知見は、たとえば、文化
行政と無形文化遺産の担い手のあいだで保護・継
承問題をめぐる矛盾があるとき、そうした問題を
芸の習得過程という芸の担い手の教育事情も踏ま
えた新たな観点から考察することを可能にする３）。
まだ始まったばかりの人類学的文化遺産研究では、
こうした研究はほとんど行われていないので、本
稿はその点で当該研究分野の発展に貢献できれば
と思っている。
　以上を踏まえて、本稿では、秦腔の本拠地であ
る陝西省西安市とその近辺で行った2006年から
2015年の現地調査のデータをもとにして、歴史
的背景を踏まえつつ、おもに芸の習得現場に目を
向けながら、学校化の変遷過程（とくに中等学校
段階の）とその意味するところを重層的に記述・
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分析していきたい。

Ⅲ	 徒弟制から学校へ

１　秦腔の徒弟制時代の特徴
　初めに、歴史に目を向けながら、秦腔俳優教育
の学校化について記述・分析する。以下では、秦
腔の本拠地である陝西地方を中心に、徒弟制時代
の状況をまず取り上げる。
　秦腔の俳優教育は、かつて民国期ごろまで、お
もに「科班」と呼ばれる民営の徒弟教育組織で行
われていた。科班は集団教育を基本とするが、そ
れはもともと京劇界から伝わったものであり、陝
西地方では清の乾隆年間の後期（18世紀末）から
存在していた４）［中国戯曲志編纂委員会、《中国戯
曲志・陝西省》編纂委員会 1995：494-496］。
　この科班における俳優教育には、一般的な徒弟
制の基本的特徴が多々みられる［cf.	Sigaut 1993：
111-112］。たとえば、芸の伝承をめぐって、複
数の師匠（組織長とその他の教師）と弟子たちか
ら構成される技能の熟練度を軸とした師弟関係が
あった［cf. 福島 2002］。そして、彼らのあいだ
には、「関書大発」と呼ばれる封建的な契約書が
介在し、それには稽古期間の他に、公演活動や家
事労働を無償で行うなどといった、師匠に対す
る弟子の義務が明記されていた［張 2003：316-
317］。この契約書は、弟子が天災や疾病や事故で
死亡しても天命と思うべし、といったことも書い
てある身売り証文的なものであり、孤児や極貧家
庭出身の者が多かった弟子たちを厳しく束縛して
いたので、徒弟制のひとつの特徴としてよくあ
げられる搾取的側面を連想させる［cf.	Ainley	and	
Rainbird	1999；Singleton	（ed.） 1998］。
　一方、徒弟制に特徴的な、技芸の純粋な教授・
学習を超えた全人格的・情緒的な人間関係［Coy	

（ed.） 1989：1-2］も、科班ではみられたようで
ある。多くの科班では、共同生活を前提としてい
たので、寝食を毎日共にするなかで、師弟関係が
濃密なものになっていったことは想像に難くない

［cf. 野村 2003：47-51］。たとえば、筆者は多く
の年配俳優から、彼らが師匠や兄弟子から俳優と
しての職業アイデンティティや価値観のようなも
のも教わったと、くり返し聞いたことがある。ま
た、当時の科班では、専門教育（技芸の訓練）だ
けではなく、「戯徳」と呼ばれる、俳優として相

応しい人間性や生活態度を培う教育も重視してい
た［有澤 2006：324-325］。さらに、科班に入門
した弟子の名前の一文字を共有して似たような芸
名をつける、「拝字起名」という習慣も存在して
いた［高 2001：244-245］。弟子たちは、こうし
た芸名のつながりをとおして、所属科班に対する
帰属意識を強め、科班を卒業して何十年も経って
も連絡を取り続け、しばしば同窓会をやることも
ある。以上の点からも、彼らにとって科班が単な
る稽古修業の場ではなく、成員間の強い絆で結ば
れた運命共同体的な組織であったことが窺われる。
　科班の教育方法についても述べよう。まず、科
班では、おもに口伝と体罰による稽古が行われて
いた。前者は、師匠が弟子に身をもって手本を示
し、文字教材に依拠しないで口伝えに芸を教える
ことである。当時の俳優たちは、社会的身分がき
わめて低く、満足な教育を受けていないので、読
み書きのできない者が多かった［甄、史（編） 
2010：22］。もちろん、当時はまだ、稽古時に使
用できるようなビデオなどの映像機器も存在しな
かった。そのような事情もあり、当時はこうし
た口伝えの素朴な伝承方法が主流だったのであ
る。また、後者は、俗に「打戯」と呼ばれ、師匠
が弟子の体を棍棒などで打ちすえながら芸を叩き
こむことである。秦腔演劇界には、「叩かないと
人材にならない（不打不成材）」という俗語まであ
り、当時の師匠の多くは、このようにしないと弟
子が体で芸を覚えないと考えていた［斉（主編） 
2005：105-106］。
　ところで、科班の教育方法としてとりわけ重要
なのは、弟子たちが実践のなかで芸を学んでい
た、という点である。実際の科班には、その規模
や設立形式の違いによって、いくつかの異なるタ
イプがあったものの、その多くが劇団付属の教育
組織（母体となる劇団のために人材育成する）と
いう形式を取ったため、弟子たちは実践機会に非
常に恵まれていた［陝西省戯劇志編纂委員会（編） 
1998：525］。科班とは、一般的な徒弟制のよう
に、教育（俳優修業）と労働（公演活動）が緊密
に結びついた場だったのである［cf.	Sigaut 1993：
111-112］。したがって、弟子たちは、基本的な
技能の習得がひと通り終わると、ベテラン俳優が
演じる劇団公演で最初は脇役出演の機会をもらっ
て舞台経験を積むことができたし、彼らの演技を
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間近でみることもできた。芝居をある程度の水準
で演じられるようになると、同級生たちと舞台に
立つこともあった。このように、弟子たちは、科
班の母体劇団の公演活動に段階的に参与を深めて
いきながら、演技術を習得していたのである。
　なお、科班によって経営方針が異なったので、
俳優教育期間の長さには一定のバリエーションが
あったということをつけ加えておきたい。二、三
年で俳優修業を済ませるものがある一方で、四、
五年かけてじっくり役者の養成をするものもあっ
た［張 2003：319-320］。

２　秦腔演劇学校の出現とその展開
　以上では、秦腔の徒弟制時代について述べてき
たが、中華人民共和国の建国前後から、科班が学
校に取って代わられるようになった。その過程は、
建国前の学校が登場し始める萌芽期、建国直後に
学校が本格的に普及・拡大した時期、文革時の低
迷期、改革開放政策によって復活・変革した時期、
といういくつかの段階を経て進行した。以下で順
を追ってみていこう。
　まず、中国伝統演劇界全体の動向に目を向けて
みると、すでに民国期の半ばごろ（30年代）から、
中等演劇専門学校の雛型のような教育組織がいく
つか存在していたことがわかる［北京市芸術研究
所、上海芸術研究所（組織編著） 1999：652-656］。
そのなかでも、とりわけ重要なのが、1930年（民
国19年）に国民党政府によって設立された中華戯
曲専科学校である。この学校は、日本の侵攻が要
因となってわずか十年あまりで閉校となるものの、
その教育方針や養成方法は、科班から学校への転
換の先駆けとして重要な役割を担ったと評価され
ている［有澤 2006：337］。
　この学校は、蕉菊隠などの高い教養をもつ知識
人によって導かれていたが、少なくとも次の三点
において、旧来の科班と特徴を異にした。第一に、
日本などの列強の圧力が強まるなかで、不安や義
憤を抱えた民衆の心をつかまなければ演劇は人を
引きつけられないとする考えから、愛国的・反植
民地的思想を鮮明にした啓蒙的な演目を進んで教
授し、公演したという点である。次に、そうした
演目を演じる役者は、ある程度の教養を身につけ
ているべきと考えられ、科班よりもはるかに教養
科目（読み書きなど）を重視したという点であ

る。最後に、そうした啓蒙的な演目を演じる組織
は、旧来の科班にみられた梨園の封建的な慣習を
弊害として克服しなければならないとして、たと
えば、梨園行会活動や祖師爺礼拝５）などを積極的
に排除したという点もあげられる［有澤 2006：
337-359］。
　このように、中華戯曲専科学校は、日本も含め
た八カ国の列強による侵略を発端とした演劇改良
運動（伝統演劇に民衆を啓蒙する役割をもとめた
愛国主義運動）を背景として、政治意識の高い知
識人によって運営された学校であった。そうした
社会運動が、伝統演劇界における旧来の科班の変
革と学校の誕生に一役買っていたのである。そし
て、同様の学校は、秦腔演劇界にも存在した。西
安易俗社という劇団の付属科班である。この教育
組織は、人々に「科班」と呼ばれており、科班の
典型的な特徴を多々もっていたが、中華戯曲専科
学校の以上の三点も特徴としてみられたので、当
時の他の科班とは異なる例外的な存在であった。
その意味で、旧来の科班より学校に一歩近づいた
存在、あるいは、学校の雛型といえるような組織
であった。実際、西安に当時存在した多くの劇団
の付属科班は、この科班の教育方針を先進的とみ
なして積極的に模倣したという［焦、閻 2005：
224］。
　そもそも西安易俗社とは、1912年（民国元年）
の辛亥革命時に、演劇改良運動に影響を受けて、
陝西同盟会会員の李桐軒や孫仁玉たちによって西
安に設立された劇団である。彼らは学識豊かで、
政治意識も高い進歩的知識人だったので、西安易
俗社の付属科班では、旧来の科班と違って、技芸
の訓練だけでなく、役者の教養教育（国文や習字
や数学など）も非常に重視していた。さらに、秦
腔をとおして民衆を啓蒙し、古い風俗習慣を改め
て、社会教育を補助するという高い理想をもって
いた［陝西省戯劇志編纂委員会（編） 1998：539］。
つまり、西安易俗社は、単なる公演組織ではなく、
公演活動をとおした民衆教育を目標とする劇団で
あり、その付属科班でもそれに見合う人材を育成
していたのである。
　以上は、学校が登場し始めた萌芽期の状況であ
るが、1949年の中華人民共和国の建国後、学校
は本格的に普及・拡大した。その背景には、封建
的思想と迷信的思想に反対して民族的、科学的、
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大衆的な教育を重視した新民主主義教育思想と、
伝統演劇界の状況を一変させた演劇改革がある。
すでに1942年の延安文芸座談会において、毛沢
東は、秦腔も含めた戯劇が人民（労働者・農民・
兵士）に奉仕し、無産階級革命に貢献できるよう
に改造すべきと指摘していた。新中国の建国後は、
それを全国規模で実現するために、政府は中華全
国戯曲改革委員会（1949年10月設立）や文化部戯
曲改進委員会（1950年７月設立）などを作り、役
者の政治思想・境遇（改人）、劇団の管理・運営方
式（改制）、演目内容（改戯）に及ぶ演劇改革を
推進した［甄、史（編） 2010：152-156］。これに
よって、民国期まで社会の底辺にいた役者は、プ
ロパガンダ芸術の担い手として社会的地位も向上
し、人民教化に努める戯劇工作者として扱われる
ようになった［傅 2002：1-6］。そして、そうし
た役者を効率的・組織的に養成するために、全国
各地に国営中等演劇学校が設立されたのである６）

［千田 1961：146-149］。
　そのような状況下で、建国後に最初に設立され
た演劇学校は、中国戯曲学校（1950年１月に北
京で設立）である。これは、社会主義体制下では
初の京劇学校であり、その後の他の多くの伝統演
劇学校に多大な影響を与えている。秦腔演劇界で、
最初に作られた演劇学校は、1957年６月に西安
で設立された陝西省戯曲学校である［中国戯曲志
編纂委員会、《中国戯曲志・陝西省》編纂委員会 
1995：495］。この学校は、陝西芸術職業学院と
いう名で現在も存続しており、秦腔の最高学府と
して大きな影響力をもっている７）。
　旧来の科班と比べて、建国後の演劇学校には、
次のような具体的特徴がある。すなわち、それは、
国家の教育建設の一環として作られた中等専門学
校８）に相当する国営教育組織であり、国からの財
政支援がない民営の科班よりも、はるかに経営が
安定している。また、それは、劇団とは独立的に
運営されているので、劇団付属組織という形態を
取ることが多かった科班とは異なり、母体劇団へ
人材供給するのではなく、地域を問わず役者を必
要とする劇団のために俳優養成を行っている。た
とえば、陝西省戯曲学校では、陝西省各地の劇団
だけでなく、秦腔が盛んな青海省や甘粛省や新疆
ウイグル自治区へも卒業生を送り出してきた。そ
して、反封建・反帝国主義を特徴とする新民主主

義思想にもとづくこうした演劇学校では、先述の
民国期の演劇学校以上に、科班時代の慣習を封建
的と捉えて排除する傾向にあり、弟子に芸名をつ
ける習慣や身売り証文的な契約書などもなくなっ
た。
　一方、演劇学校は、教育方法や教育内容でも、
新民主主義教育思想やソ連の教育モデルの影響を
受けて、旧来の科班とは一線を画している。教育
方法に関しては、「打罵制度」と呼ばれた頭ごな
しに叱ったり、体罰に依拠したりする科班時代の
教育は奨励されなくなり、「尊師愛生」という教
師・生徒間のより平等な関係を理念として、穏や
かに道理を説く稽古法が重視されるようになった
［北京市芸術研究所、上海芸術研究所（組織編著） 
1999：1803-1804］。教育内容については、生徒
の徳、智、体、美の全面発達を促すために、演技
関連科目だけでなく、国定の教育大綱にもとづい
た政治科目（マルクス・レーニン主義基礎知識な
ど）や教養科目（国語、数学、歴史、音楽基礎な
ど）が新たに増設されている。これは、人民教化
と政治宣伝の手段として秦腔を演じる役者たちは、
そうした大役をはたすに相応しい人格を形成すべ
き、と捉えられているからである［董、生、董 
2015：99-100］。
　ただし、演劇学校は、建国当初の50年代から
60年代にかけて政治色が今よりもかなり濃かっ
た、という点を指摘しておこう。そのころは、
「プロレタリアートの政治思想と専門技術の両方
を身につける（又紅又専）」というスローガンが
叫ばれ、正規の授業以外に、学生は望ましい政治
的思想を身につけるために、政治運動や社会活
動（工場や農村での労働奉仕など）にも参加して
いた［千田 1961：164-165］。さらに、文革が始
まると、多くの秦腔の劇作家や監督や役者は、反
革命的な危険分子として扱われるようになり、演
劇学校も旧社会を象徴する業界の関連組織として
敵視されたので、その大半が閉鎖された。たとえ
ば、秦腔演劇界の最高学府とされる陝西省戯曲学
校でさえも完全閉鎖された。そして、文革が引き
起こした混乱のせいで、文革後の1978年６月に
再建された後も、多くの教職員が職場に復帰でき
なかった。
　改革開放政策の始まる1978年以降も、演劇学
校はさまざまな点で変化してきたが、それは芸の
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習得過程と直接関わることよりも、おもに社会主
義市場経済体制に即応するための教育管理体制改
革という形で進行してきた。たとえば、1980年
12月27日の中央組織部・教育部が提起した《高等
学校指導部の構築強化についての意見》を受けて、
学校指導部人員の任用においてそれまでの終身制
が改められ、競争原理にもとづく任期制が導入さ
れた。また、1993年２月13日の中央中共・国務院
が公布した《中国教育改革と発展綱要》を受けて、
法人資格化した教育管理体制へと転換された［董、
生、董 2015：309-332］。

Ⅳ	 芸の習得過程からみた学校化

　秦腔の俳優教育は、民国期の演劇改良運動や新
中国建国時の演劇改革などを背景として、このよ
うに段階的に学校化してきたが、芸の習得過程と
いうより実践的な次元では、学校化のどのような
影響がみられるだろうか。その現状について、筆
者の調査事例を踏まえて記述・分析したい。
　芸の習得過程に目を向けて、これまでの学校化
過程を眺めたとき、少なくとも「師弟関係の特質
の変容」、「演技の教授法の変容」、「学習と労働の
関係性の変容」という三点はとりわけ注目に値す
る。これらはいずれも、もっとも変化した俳優教
育の側面である［清水 2015］。以下では、それぞ
れについて取り上げる。

１　師弟関係の特質の変容
　前章でも述べたが、旧来の科班の師弟関係に
は、体罰による教育を行ったり、身売り証文的な
契約書を交わしたりというように、封建的とされ
る特徴が多々みられた［斉（主編） 2005：105；
張 2003：319-320］。師匠は、弟子の衣食住の世
話をし、芸を教える代わりに、無償で家事労働を
させたり、公演活動でえた収入を差し出させたり
していた。

　「私の場合は、下積み時代、本当に丁稚奉公と
いう感じでした。科班に入ってからというもの、
他の弟子たちと分担して、師匠の身のまわりの
世話をいろいろとしました。たとえば、師匠の
ためにお茶を入れたり、足を揉んだり、掃除を
したりと、実にさまざまな雑用をこなしました。
それでも、師匠は、初めのうちは、私にあまり

芸を教えてくれませんでした。芸を本格的に教
えてくれるようになったのは、私が科班に入っ
て半年ほど経って、師匠に十分に礼を尽くした
と判断されたころからでした」９）

　以上は、陝西省渭南地域のある科班で俳優修業
を受けた80代前半（2006年当時）の秦腔女優に
よる発言である。こうした発言をする年配俳優は
多いので、彼女が経験したこのような状況は、当
時としては珍しくなかったと思われる。すなわち、
身売り証文的な契約書を介し、潜在的なライバル
である弟子たちへの芸の伝承を師匠が有利にコン
トロールする、強制的なギブ・アンド・テイクの
師弟関係である。そして、当時の他の多くの者た
ち同様に、この女優自身も家が貧しくて他に当て
がなく科班に入門したというが、弟子たちにとっ
ては、それは退路を断たれたような状況での師弟
関係であったといえる。このような状況でもし特
定流派の後継者として認められ、秘儀的なことま
で教わるのならば、俳優修業はさらに簡単ではな
かったであろう。先述のように科班時代の師弟関
係は、同業界に属する先輩・後輩として、職業ア
イデンティティや価値観の伝達なども含む、独特
の密度をもつものであったものの、師匠に有利な
こうした特徴が多々みられたので、現在の秦腔演
劇界では、それを搾取的として否定的に捉える傾
向にある。
　ところが、演劇学校が作られてから、師弟関係
のあり方は一変した。とりわけ、新中国の建国直
後の変化は大きく、まず体罰による稽古や身売り
証文的な契約書も廃止され、秦腔俳優の社会的地
位も向上し、貧しくて仕方ないから役者になると
いう時代でもなくなった。さらに、入学試験によ
る人材選別や教育内容のカリキュラム化も始まっ
た。一方、50年代半ばごろになると、大衆教育
を任務とする演劇俳優は相応しい世界観と政治意
識をもたなければならないとして、政治思想教
育も重視されるようになり、国内外の重要な政治
的事件の際には、教師は生徒を大衆討論などに参
加させたり、募金活動・署名活動もさせたりし
た。また、教師は生徒を工場や農村などでの生産
活動にも年数ヶ月は従事させたので、この当時の
師弟関係は技芸の教授・学習に限定されたもので
はなく、政治色がきわめて濃厚なものであったと
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いえる［千田 1961：163-165］。ただし、文革中
は演劇学校が閉鎖され、『三国志』や『水滸伝』と
いった伝統演目も教えることができなくなったの
で、師弟関係そのものが一旦解体されることにな
る。次に、その後の状況を示す事例として、筆者
が2010年９月に調査した陝西芸術職業学院とい
う国営演劇学校での教師生徒間関係について取り
上げる。
　この学校は、秦腔の最高学府とされている五年
制の中等学校であるが、教師間の分業は図１のよ
うに、かなり入り組んでいる。ここで、演劇教育
研究室というのは、秦腔の専門科目（歌とせりふ
の科目以外）を統括する校内組織である。演劇音
楽教育研究室と教養科目教育研究室は、それぞれ、
秦腔にとってきわめて重要な歌とせりふ関連の授
業と教養教育科目について統括する校内組織であ
る。また、学級担任は、授業を担当することもあ
るが、おもに学級運営に関わる仕事に携わる。つ
まり、これら三つの教育研究室が頂点に立ち、互
いに協力して学級担任や各科目の担当教員を統括
するというピラミッド構造になっている。こう
した組織構造は、筆者が訪問した他の多くの演劇
学校でもみられたが、科班時代の分業が未分化で、
ひとりか少数の師匠に権力が集中する組織とは大
いに異なる。
　まず、これだけ生徒と関わる教師がいると、ひ
とつの学校のなかでも、教師生徒間関係のあり方
は多様である。担当科目をとおしてしか生徒と接
しない教師もいる一方、生活指導などをとおして
生徒と濃密な関係を築く教師もいる。陝西芸術職
業学院のような演劇学校では、教師も演劇界の者

であり、全寮制になっているので、生徒は職業上
の先輩と多くの時間を過ごすことで、通学制の普
通の学校よりも教師と濃密な関係を築きやすいだ
ろう。その点は、科班時代の特徴の名残といえる
かもしれないが、契約書も廃止されており、各教
師の権限も大幅に縮小されているので、先述の強
制的なギブ・アンド・テイクの師弟関係は、もは
や成立のしようがない。芝居の稽古の担当教師だ
けは、近辺の劇団から舞台経験の豊富な秦腔俳優
を呼んでくることもあり、自分の教える得意演目
やそれに関連する演技術に関して、生徒に対して
ある種の権威性をもつが、それも稽古場において
のみのことである。彼らは上司である演劇教育研
究室の主任の統率下にあり、何か独自の秘儀的・
流派的なことではなく、中等教育段階の生徒が習
うに相応しい基本的な演技術を含み、各劇団であ
る程度上演されている有名演目を稽古演目として
教えることがもとめられている10）。
　最後に、この学校の教師生徒間関係について、
50年代のように政治色が濃厚ではないことを指
摘しておこう。生徒はマルクス・レーニン主義基
礎知識などの政治科目を学ぶものの、大衆討論や
生産活動に参加することはなくなり、当時より技
芸の習得に特化した教育環境にある。ただし、文
革が引き起こした社会的混乱のせいで多くの教師
が職場復帰できず、文革直後の80年代は、芝居
の稽古や技芸の教授にも苦労した。

２　演技の教授法の変容
　以上の師弟関係の変容と関連をもちながら並行
してきたことに、演技の教授法の変容がある。端

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

   

図１　俳優教育をめぐる相関図
注：図中の矢印は、状況報告することを示し、双方向矢印は、相互連携することを示す。
出所：フィールド・データより作成。
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的にいえば、それは、新中国建国前のスター制
（主角制）から建国後の監督制（導演制）への移行
を背景とした変容である。スター制とは、看板役
者や主役級の役者に焦点を当て、その演技を突出
させることで舞台を盛り上げた演出方法のことを
さす。そうした演出法は、スター俳優の演技を過
度に目立たせ、文学、舞踊、美術、音楽などの諸
要素からなる総合芸術としての伝統演劇の統一性
を乱すとして、伝統演劇界では大いに批判されて
きた。つまり、スター俳優が自分の名声を高める
ために、自己の演技に走り過ぎて、芝居全体との
バランスを十分に考慮しない、という問題である

［郭 2014：79-80］。
　こうした問題を克服するために、民国期の多く
の科班で行っていた、理論的根拠が希薄で、おも
に口伝に依拠する旧来の芝居の稽古法から見直し、
スター制を改めようとする動きが活発化した。そ
うした動きは、新中国の建国前から、すでに部分
的に始まっていた。たとえば、話劇や西洋演劇の
影響を受けた欧陽予倩や程硯秋といった著名な演
劇家たちによっても、伝統演劇を歌舞の成分に偏
重して文学的側面を軽視し、スター俳優の技の披
露による単なる娯楽とみなすべきではない、とい
う批判がされてきた［郭 2014：79-81］。それが、
新中国の建国時の演劇改革によって、本格的な監
督制への移行へと結びついていったのである。す
なわち、演劇改革のなかの劇団の管理・運営方式

（改制）に関わる分野において、「俳優をみて芝居
をみず（看人不看戯）」という観客の旧習を改め
るために、総合芸術としての伝統演劇の統一性を
尊び、理論的根拠をもって芝居の稽古を指導する
監督の役割を鮮明にしたのである［北京市芸術研
究所、上海芸術研究所（組織編著） 1999：1662-
1663］。
　こうした監督制を本格的に導入するために、中
央文化部戯曲改進局の田漢は、演劇界のさまざま
な専門家を招き、1950年８月29日に座談会を開
催した。そして、科班時代の芝居の稽古法やス
ター制を根本的に見直すとともに、スタニスラフ
スキー・システム（以下スタ・システム）や西
洋演劇の影響をより直接的に受ける話劇などから
も、演技の教授法を積極的に吸収すべきであるこ
とを討論した［北京市芸術研究所、上海芸術研究
所（組織編著） 1999：1664］。

　以降、旧来の教授法は大きく変貌していった
が、時代によって芝居の稽古時に中核とする理論
は移り変わっても、監督制そのものは今でも続い
ている。稽古理論については、1956年ごろまで
は、中ソの蜜月関係もあってスタ・システムが絶
対視され、芝居の稽古法にも大きな影響を与えた
が、60年代に入って中ソ関係が破綻すると、そ
れは客観視されるようになった。さらに、文革
中は、「反党反社会主義の黒線」として江青に批
判されるが、文革後は再評価されている［榊原 
2013：143-153］。ここで、その後の様子を示す
事例として、筆者が2015年９月に調査した陝西
省戯曲研究院付属学校を取り上げる。
　この学校は演員訓練班と呼ばれ、陝西省戯曲研
究院のために俳優養成をする五年制の中等学校で
あり、常時開設されているのではなく、1953年
から劇団が若手俳優を必要とするたびに開設され
てきた。近年は、約五年ごとに開設されており、
筆者が2015年に調査した世代は2012年９月に編
成された。図２は、同校の俳優教育の概略である
が、最終的な教育目標が芝居演目の習得と上演に
あるので、それは演目教育とも呼ばれている。こ
うした演目教育では、一、二年生のときに、歌と
せりふやしぐさなどといった基本的な型や技を授
業で学び、それらを踏まえて三、四年生のときに
芝居の稽古を行っている。
　ところで、上述の監督制の導入を背景とした新
たな教授法は、とりわけ芝居の稽古において顕著
にみられる。この授業では、科班時代と同様に、
口伝が今でも重要な教育手段であることには変わ
りないが、今ではそれだけに依拠しているのでは
なく、ビデオカメラなども積極的にもちいて稽古
を撮影し、教師が一歩踏みこんで特定の動作につ
いて教授したり、生徒が自分の演技の確認に活か
したりもしている。さらに、芝居の稽古の教授法
は、二重の意味で理論的なものと関連性をもって
いる。ひとつは、図２にある演劇史や芸術鑑賞の
授業をとおしてである。専門理論科目と呼ばれる
これらの授業は、芝居の稽古と連動して四、五年
生のときに開講され、生徒に秦腔のような中国伝
統演劇に限らず、外国の演劇の歴史や作品につい
ても教える。生徒が演技というものをより広い文
脈で捉え、稽古中の演目を相対化してみるのに役
立っている。
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　もうひとつの理論的側面は、芝居の稽古で実際
にもちいられる教授法そのものに反映されている。
科班時代の師匠と違って、現代の教師は読み書き
ができるうえに、外国の演劇にも通じており、西
洋演劇や話劇などの中国伝統演劇分野以外の教授
法も稽古にいろいろと取り入れている。とりわけ、
スタ・システムの影響は大きく、それが中国伝統
演劇とは馴染まないという議論もあり、文革中は
批判の対象にもなったものの、現在では再評価さ
れて芝居の稽古にも一定の影響がみられる［平林 
2004；榊原 2013］。
　たとえば、スタニスラフスキーは、想像力や台
本分析の重要性などを指摘して、俳優の役作りに
関する体系的な稽古法を提案している。すなわち、
台本に関しては、作家が書いた出来事についてよ
く調べ、芝居の主題、演じる人物の生活境遇や基
本的行動や内面のモノローグなどが何かを考える
べきと述べている［ベネディティ 2001：18-26］。
また、想像力については、積極的に身近な環境に
働きかけて、新しい状況や筋書きを作り出すこと
で想像力を訓練し、台本のなかで「路上」や「森」
といった最小限の指示しかされていなくても、演
技が深められるようにすべきであると述べている

［ベネディティ 2001：70-76］。
　こうした点に配慮した芝居の稽古は、同校でも
行われている。まず、同校の芝居の稽古は、①模
倣と観察の段階、②台本解説・閲読の段階、③台
本分析・作文執筆の段階に分けられている。この

うち、①は芝居の稽古を始めたばかりの三年生を
対象とするものであり、生徒が教師の手本を観察
し、ひたすら模倣する段階である。この段階で
も、教師による台本の簡単な解説などはあるもの
の、稽古慣れしていない相対的に若い年齢の生徒
たちは、まず基本を叩きこむ必要があり、理解力
も十分ではないという観点から、そこまで突っこ
んだ台本の分析をさせない。次の②は、四年生を
対象とするものであり、教師がもう少し詳細な台
本解説をし、生徒に台本を閲読させる段階である。
この段階では、先述の演劇史や芸術鑑賞の授業な
どとも連動して、演技について広く学ぶ。最後の
③は、おもに五年生を対象とし、作文執筆などを
通した生徒による台本の詳細な分析や、教師との
討論などを含む段階である。この段階で稽古した
演目は、卒業試験で披露する卒業演目として選ば
れたり、内外の演劇関係者が集まる発表会で上演
されたりすることもある11）。
　そして、同校では、この②や③の段階で、ス
タ・システム的な教授法がみられる。教師は、こ
れらの段階において、演じる人物の性格的特徴や
内心状態、及び物語の背景やおもな葛藤状況につ
いて説明し、また生徒にそれらを理解させるため
に、台本を分析・閲読することをもとめたりする
が、そのときに芝居の主題、演じる人物の生活境
遇や基本的行動といった、スタニスラフスキーの
演技論を連想させる点に注目させたりもする。さ
らに、普段からさまざまな人の行動を詳細に観察

 

 
 

 
 

  

  
 

 
 

 

 

図２　演目教育の簡略図
出所：フィールド・データより作成。
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するように勧めたり、芝居のなかの人物の特定の
出来事を自分の身の回りの出来事に置き換えて考
えてみるように促したりして、台本が描いている
世界に対して想像力を働かせようとする。これも
まさに、スタ・システムに含まれる内容である。
　このように、監督制の導入を背景とした現代の
芝居の稽古法は、スター制がまだ存在していた科
班時代の理論的根拠が希薄な教授法よりも、スタ
ニスラフスキーなどの影響を受けて、全体とし
てより体系的・分析的な様相を帯びているのであ
る12）。それは、戯劇理論家の周夏奏の言葉を借り
ると、「俳優の役作りにおいてとくに効力を発揮
し、総合芸術としての中国伝統演劇の全体性を見
渡しやすくした」のである［周 2015：68］。ただ
し、文革後に再評価されたスタ・システムは、芝
居の稽古法において今でも一定の影響力をもって
いるが、それは50年代初頭ごろほど絶対視され
ておらず、今ではその他の多様な演劇流派も存在
感を高めていることを強調しておきたい。たとえ
ば、梅蘭芳の演劇体系、80年代にブームとなっ
たブレヒトの表現主義演劇、西洋のさまざまな演
劇理論を吸収する話劇なども、相互に影響を与え
あって教授法の理論化に貢献している。

３　学習と労働の関係性の変容
　徒弟制に関する先行研究では、実践から乖離し
た学校での学習と比べて、現場実践のなかでの直
接的経験をとおした学びが徒弟教育の特徴である
としている［ジョーダン 2001：228-241］。前座
修業を通じて寄席の楽屋で働きながら学ぶ見習い
落語家などはその一例であるが［大友 2003］、そ
うした特徴は、劇団付属の教育組織という形式を
取っていた科班でも確かにみられた。科班で学ぶ
弟子たちは、母体劇団の公演に結構な頻度で参
加していたからである。たとえば、科班時代に
は、百日成戯（百日間で芝居を演じられるように
する）という言い回しがあり、国からの財政援助
がない民営なので上演収益をきわめて重視してい
た科班では、百日以内に弟子に十二本の短編演目
と七本の長編演目を叩きこんでいた［甄、史（編） 
2010：12］。百日かけてせいぜい二、三本の短編
演目しか稽古しない現在の演劇学校と比べると、
これはかなり速いペースであるが、当時は多くの
劇団で一日に二、三回の公演（演目は重複しな

い）をこなしていたので、それに対応できる即戦
力を必要としたためであった。こうした状況下で、
科班の弟子たちには十分な実践機会があり、彼
らは自分の出番がないときも、先輩俳優の演技を
舞台の袖からみて学ぶことができた。このように、
科班での芸の習得とは、現場実践（公演活動）と
密接に結びついたものであり、母体劇団の公演ス
ケジュールに大きく左右されるものであった。
　ところが、建国後に演劇学校が作られてから、
状況は徐々に変わり始める。まず、伝統演劇の黄
金時代と呼ばれた1949年～1965年は、秦腔の上
演機会もきわめて多かったので、劇団と分離して
設立された演劇学校の生徒にも、人手が足りない
各劇団から子役や脇役出演の依頼が来るなど、科
班時代ほどではないにしても、現場実践に触れな
がら学ぶ機会がそれなりにあった。もちろん、す
でに述べたように、50年代半ばごろには、政治
思想教育が重視されたので、生徒は政治運動や生
産活動にも従事するようになり、芸の習得だけに
専念できなくなった。しかし、生産活動を行って
いた農村で、農民相手にしばしば啓蒙的な芝居を
上演するなど、その時代に特有の公演機会もあっ
た［陝西省戯曲学校研究室（編） 1959］。
　状況が大きく変わったのは、1965年以降であ
る。文革中は、多くの演劇学校が閉鎖されたの
で、それまで緩やかに続いた俳優教育における学
習と労働の連関は、一旦途切れることになる。そ
して、文革後に演劇学校が再開してからは、80
年代半ばまでは秦腔の上演機会もそれなりにあっ
たが、改革開放政策によって娯楽が多様化し、テ
レビなども普及する80年代後半以降は、秦腔は
深刻な不振状態に陥った。それによって秦腔の上
演機会も減少し、演劇学校の在学生にまで出演依
頼が来ることも次第になくなった。この点、80
年代半ばに、多くの秦腔演劇学校が、秦腔の俳優
養成コースだけでは生徒が集まらなくなったので、
校名を演劇学校から芸術学校に改めて、より需要
のある舞踊、声楽、映像、美術コースなどの併設
によって存続をはかったのは、きわめて象徴的で
ある［清水 2015：61］。
　以上のような事情があるので、現在の演劇学校
では、俳優教育は現場実践とは少し乖離してし
まっている。ここで、具体事例として、筆者が
2010年９月に調査した国営の西安市芸術学校を
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取り上げよう。この学校は、1970年８月に開設
された西安市文芸戦士訓練班を前身とする中等演
劇学校である。調査当時、同校には、秦腔を学
ぶ40人の生徒からなるひとつの学級があったが、
彼らも図２のような演目教育を行っていた。しか
し、同校は劇団とは独立した教育機関なので、母
体劇団をもたず俳優教育に特化しており、授業が
劇団の公演スケジュールに左右されることもない。
さらに、先述のように秦腔が不振状況にあり、秦
腔演劇界全体でもかつてより公演回数が減ってい
たので、演劇学校の在学生にまで舞台実践の機会
が来なくなっていた。したがって、図２にある

「芝居の上演」とは、おもに教師たちだけを観客
とした学内公演のことであり、それ以外では、小
梅花大賽という14歳以下の子どもだけが参加で
きる演劇大会に出場するくらいしか、生徒が在学
中に舞台に立つ機会はなかった。
　このように、現在の演劇学校では、科班とは
違って劇団と一体化していないので、公演活動か
ら学ぶということができなくなっており、建国当
初の演劇学校ほど生徒には十分な舞台実践の機会
がない。そして、学校独自の論理で稽古を行うの
で、生徒の就職先劇団での実践とのあいだに、あ
る程度の不連続性も生み出しており、多くの劇団
では新卒俳優に一定の研修期間を設けて、特定の
世話人の下で演劇学校生活からの速やかな適応を
促している。たとえば、筆者は、同校から西安市
のある劇団に集団就職した生徒たちを追跡調査し
て、研修期間の参与観察を行ったが、そこでは次
のような発言を何人もの新卒俳優から聞いた。

　「劇団に来てから最初戸惑ったのは、芝居の稽
古が公演スケジュールにひんぱんに左右され、
演劇学校のときほど、じっくりと丁寧に時間を
かけて稽古しないことです。劇団に来てから、
舞台に立つ機会は飛躍的に増えましたが、手足
の曲げ具合にまでいたる手取り足取りの稽古指
導というのはなくなりました。また、観客に馴
染みの劇団の得意演目や演劇大会で演じる演目
を改めて覚えなければならないのも、ひと苦労
でした」13）

　以上のような発言が示唆するのは、教育組織で
ある演劇学校では、公演組織である劇団とは違っ

て、仕事の忙しさや公演事情や観客の要望などに
左右されず、現場とは距離を置いたところで作
られた独立的な教育計画・目標にもとづいて、ひ
とつひとつの教育実践に時間をかける傾向がある、
ということである。実際、芝居の稽古に関して
も、演劇学校では、先述のような三段階を踏んで、
型の指導や作文執筆などまでも含む懇切丁寧な稽
古をしているが、公演活動で忙しい劇団では、新
卒俳優をすでに演技の基礎を習得した若手俳優と
して扱うということもあって、そうした基本的な
ことは抜かして、芝居の全体的構成や主要登場人
物が関わる重要場面に重点を置いた、より大ざっ
ぱな稽古をすることが多い。また、演劇学校では、
稽古する演目も、生徒が修業する役柄別に易から
難へレベル分けするという教育的配慮がされてい
るが［清水 2015：98］、市場動向に影響される劇
団では、観客に馴染みの演目や市場的ニーズのあ
る演目（演劇大会などで演じられる演目）が優先
されるので、稽古でもそうした演目が重点的に取
り上げられる。
　まさに、学校・劇団間のこのような違いが新卒
俳優を戸惑わせるので、多くの劇団では研修とい
う適応期間を設けている。こうした付随状況も、
学習と労働の関係性が変容したことや、秦腔の不
振で公演回数が相対的に減少したことによって生
まれた。すなわち、学習と労働が一体化した科班
という劇団付属教育組織が、教育（俳優修業）と
労働（公演活動）が分離した演劇学校によって
取って代わったことや、さらに80年代半ば以降
の秦腔の不振によって在学生の実践機会が減少し
たこととも関係しているといえる。

Ⅴ	 考察

　これまで、歴史的背景を踏まえつつ、三つの事
例校の芸の習得過程におもに注目しながら、秦腔
の俳優教育における学校化過程について詳述して
きた。最後に、それを芸能以外の分野も含めた他
の学校化の事例と比較しながら、この文脈におけ
る「芸能教育の学校化」の特徴について考察する。
まず、学校化の今後について考えてみたい。

１　学校化の今後
　端的にいえば、学校化は、どの演劇学校でも、
今後も一定のペースで進行して行くものと思われ
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る14）。政務院が1951年５月５日に制定した《戯
曲改革工作についての指示》の第五条も示唆する
ように、本格的な徒弟制の学校化は、プロパガン
ダ芸術の担い手としての秦腔俳優の社会的地位を
向上させ、封建的状況から解放するために、新中
国の演劇改革の一環として行われたので［董、生、
董 2015：87］、そうした政策的決定が否定され
て、徒弟制が再評価でもされない限り、演劇学校
は重要な存在であり続けるだろう。さらに、大学
教育も行うなど伝統演劇俳優にも学歴をもとめる
近年の風潮や、国家レベルの無形文化遺産である
秦腔の権威ある教育機関として演劇学校を重視す
る政府の態度も、今後の学校化の進展を促進する
だろう。
　ところで、以上では、「師弟関係の特質」、「演
技の教授法」、「学習と労働の関係性」の変容にと
りわけ注目したが、学校化といっても、より具体
的には、教授法においてある程度活発に変化して
いくことが予想される。なぜなら、他の二者が根
本的な教育改革でもない限り、大きく変わりそう
にない一方で、教授法については、批判されてい
た国内外の演劇理論の解禁や新たな理論の発展に
よって、比較的容易に変化していきそうだからで
ある。たとえば、以上で述べたように、文革中に
批判されていたスタ・システムの再評価と文革後
の教育現場への応用などは、そうした教授法の変
容をもたらすひとつの事例である［平林 2004］。
そして、そもそも演技指導はひとりの教師が独立
的に行うものではなく、教員研修で研鑽を積んだ
教師集団が図１の演劇教育研究室を中心として組
織的・計画的に行うものなので［潘 1998：5-7］、
そのような教育的営みの積み重ねが教授法の改
良・改革につながっていくことは想像に難くない。
なお、中国の学校教育は中央集権化されており、
国営演劇学校は同じような俳優教育を行っている
ので、以上の意味での学校化は、本稿の三つの事
例校で同様に進行していくだろう。

２　学校化の比較考察
　では、秦腔俳優教育の学校化過程は、他の学校
化の事例と比べて特殊なのだろうか。それとも、
他の事例でもみられるような過程なのだろうか。
　そもそも、学校化とは、多くの国や地域で近代
的学校の成立と関わりながら進展してきた過程で

ある。そして、多くの国々で、近代的学校が成立
したのは、地域の言語の統一や識字率の向上など
を保証するとともに、当該社会にとって重要な知
識を伝達し、国民形成の国家装置とするためで
ある［清水 2009；野津 2005］。それは、一夜に
して完成したのではなく、19世紀初頭から半ば
のイギリスの学校がモニトリアル・システムか
らギャラリー方式（一斉教授方式）へと変化して
いったように、段階的に効率化・体系化されてい
く傾向にあった［柳 2005：66-94］。さらに、近
代的学校の成立過程では、たとえば、19世紀末
のフランスでそれまで教育を支配していた教会か
らの影響を排除した非宗教化した学校も設立され
るようになったように、教育の主導権をめぐる聖
職者と反聖職者たちのあいだのせめぎ合いが起こ
ることもあった［アリエス 1992：185-251；桜井 
1984：50-56］。
　一方、中国でも、段階的に国民統合の装置とし
ての近代的学校が作られていった。中国の場合は、
とくにアヘン戦争（1840年）以降、半植民地状態
になるなかで急増した西洋の宣教師による教会学
校や、1860年代以降の洋務運動（列強に対抗する
ために教育改革を目指した清朝内部の一部の官僚
による運動）によって作られた洋学堂の設立など
が、教育の近代化のひとつの発端となった。さら
に、日清戦争（1894年）での敗戦から教育制度の
さらなる革新を目指して起こされた維新変法運動
や、それに続く壬寅―癸卯学制、壬子―癸丑学制、
壬戌学制などの一連の近代的学制の成立を背景と
して、教育の近代化は進んでいった［顧 2009：
177-204］。現在の教育制度の成立により直接的
な影響を与えたのは、五・四運動（1919年）とマ
ルクス主義思想の伝播である。後者は、中国共産
党によって、民族的・科学的・大衆的教育を重視
する新民主主義教育思想として形成され、新中国
建国後の学校では、それをベースとした知識の伝
達、普通話・簡体字による言語の統一、国民統合
を行っている。このように、中国でも、独特の展
開を見せながらも、多くの国と同様の特徴をもつ
学校化の過程がみられる。
　ただし、以上はおもに中国の普通学校の場合で
ある。秦腔演劇学校の場合は、上記の教育界全体
の動向を背景としつつも、地域の言語を統一した
り、重要な知識を伝達したりして、国民を直接的
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に形成するために設立されたのではない。それは、
徒弟制時代の芸人を新中国に適した人材に改造す
る演劇改革のなかで、建国後に中等専門学校に相
当する国営教育組織として初めは位置づけられ、
テレビもネットもない時代に、文字もろくに読め
ない多くの農民たちにも政治思想を伝達し、人民
教化に努める演劇俳優（人民の芸術家）養成のた
めに作られたのである。その意味で、演劇学校は、
人々の政治思想に影響を与えて国民形成を行う側
の人材育成を目指すものである、といえるだろう。
そして、演劇学校は、文革期に閉鎖された時期を
除いて、時代の進展とともに段階的に発展してき
たが、その成立過程においては、19世紀末のフ
ランスのような宗教的対立が起こることはなく、
おもに新民主主義教育思想やソ連の教育モデルか
ら多大な影響を受けてきた。
　ここで、芸の習得過程と関わる、より具体的な
次元で、学校化の比較考察を行ってみたい。まず、
秦腔俳優教育の学校化の重要な側面であり、今後
も顕著な動きがみられると指摘した教授法の体系
化・緻密化については、70年代に国立劇場で歌舞
伎学校の設立に携わった佐々木も同様のことを述
べている。彼によると、歌舞伎学校の開設によっ
て、師匠の手本を模倣することが中心だった旧来
の稽古法が、父親が我が子を諭すように、師匠が
何度も弟子に懇切丁寧に語って聞かせてくれるも
のに変わったという［佐々木 1993：54-55；cf. 
西郷 1995：128-135］。また、歌舞伎の演技は、
舞台で他人の芸を盗んで自分の肌で苦労して覚え
るものとされてきたが、日本舞踊、長唄、三味線、
義太夫、鳴物などの必修科目として整理されたも
のをとおして教室で体系的に学ぶようになった。
　このように、歌舞伎の事例では、秦腔の場合と
同じような教授法の体系化・緻密化という現象が
報告されている。したがって、学校化が分析的・
体系的な教授法をもたらすという点は、秦腔に限
らず、他の芸能教育の事例でもある程度の範囲で
起こっていることだといえるだろう。ただし、秦
腔では、スタ・システムなどの外来理論も教授法
の変化をもたらしており、それが中ソの蜜月関係
もあって絶対視されたり、文革中に批判されて教
育現場への導入が禁止されたりしたように、教授
法の変遷過程は政治にかなり翻弄されてきた側面
もある。この辺りは、秦腔に独特の学校化の展開

といえるかもしれない。
　ところで、秦腔俳優教育の学校化過程では、学
習と労働の関係性の変容も顕著にみられることを
指摘したが、他の事例ではこの点はどうだろうか。
たとえば、インドネシアのバリ島で美術高校を調
査した田尻によると、30年代まで遡り五世代に
わたる画家のバリ絵画の習得過程を比べた結果、
美術高校を取り巻く環境は大きく変化してきたが、
学校は現場との関係を常に密にして人材を育成し
てきたという［田尻 2007］。とりわけ、ウブドゥ
の美術高校では、教科書や学年などで学習内容が
方向づけられ、全国的に内容が均質的な教室での
「学校的」な学びと、そうした特徴をもたず、さ
まざまな年齢層のより熟練した画家と縁側で相互
作用する地域の工房での「縁側的」な学びの両方
が、緊密に結びついていたという［田尻 2008］。
これは、学校と徒弟修業の場の相互作用が実現し
ている事例であるといえる。
　一方、秦腔の演劇学校は、生徒の劇団就職に向
けた準備教育を行う場所として位置づけられ、生
徒に舞台実践を積ませるよりも、型稽古のときに
手足の曲げ具合にまでいたる手取り足取りの稽古
指導などをして、まずは基礎教育に力を入れてい
る。これは、学校と現場の学びが緊密に結びつい
たウブドゥの美術高校とは違って、生徒の修業
過程において学校と劇団のあいだで機能分担が行
われていることを示している。その意味では、大
名題の下で行う卒業後の徒弟修業にむけた準備期
間を提供する歌舞伎学校の事例と状況は似てい
る［佐々木 1993：164-165］。しかし、秦腔の場
合は、新中国の成立後に本格化した演劇改革で徒
弟制の解体が行われたので、演劇学校の卒業生は
歌舞伎のような徒弟修業は経験しない。また、人
民教化に努めるプロパガンダ芸術の担い手を効率
的・組織的に大量生産するために、劇団一体型の
科班を学校に取って替えたという政治的背景があ
り（文革中に学校自体が閉鎖されたことも含め）、
80年代後半以降は秦腔の不振による公演回数の
減少からも影響を受けている点は、秦腔に独特の
学校化の展開といえるだろう。

Ⅵ	 おわりに

　本稿では、秦腔俳優教育の事例に焦点を当てて、
「芸能教育の学校化」というテーマについて多角
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的に考察してきた。本稿の事例は、辻本［2012］
による「滲み込み型」と「教え込み型」の弁別を
想起させる。彼は、近代学校が普及する以前の日
本の体験的で模倣を介した教育モデル（徒弟制も
含む）を「滲み込み型」と呼び、近代学校に存在
する教授・学習関係の役割が明確で言語を介した
教育モデル「教え込み型」と区別して、学校化を

「滲み込み型」から「教え込み型」への転換とみな
した。秦腔俳優教育の学校化過程にも、実践重視
で模倣とくり返しを介した師弟関係から、より体
系化・緻密化した教授法に依拠した教師生徒間関
係への変容を含むので、辻本の視点と通じるとこ
ろはある。
　しかし、秦腔の場合は、芸の習得過程の次元で、
教授法のみならず、師弟関係の特質や、学習と労
働の関係性も変容してきた。さらに、秦腔は、社
会主義革命を支えるプロパガンダ芸術として扱わ
れ、その俳優教育の学校化も、演劇改良運動や演
劇改革などの政治的動向を原動力とし、それまで
の徒弟制的特徴（契約書や封建的師弟関係など）
を払拭する形で進行してきた。そして、文革中の
学校閉鎖も含め、教授理論の導入のあり方や学習
と労働の関係性にも政治的影響が幅広くみられる。
したがって、秦腔の事例には、他の学校化の事例
にもみられる特徴がいくつかあるものの、同時に
それは中国の政治環境のなかで独特の展開をみせ
てもいる。
　最後に、本研究の意義を述べておこう。本研究
は、プロパガンダ芸術の学校化の特徴を示し、そ
れ以外の芸能教育の学校化の特徴を相対化するひ
とつの貴重な事例を提供する。本研究の知見は、
その意味でも、今後も研究が必要とされるだろう、
教育人類学のこの分野において少なからず貢献で
きると思っている。また、本研究は、芸能が伝承
されてきた時代背景や、学校教育をとおした芸の
習得過程の詳細情報をもたらすので、人類学者が
秦腔のような無形文化遺産化した芸能の教育環境
を分析するのにも役立つだろう。すなわち、そう
した芸能が、伝統を受動的に継承するだけでなく、
学校教育をとおした人材育成によって今後も発展
し続けようとしている場合、芸の担い手の教育事
情も踏まえて、どのような保護・継承問題を抱え
ているのか、あるいは、文化行政は人材育成を促
進するためにどのようにサポートをすべきか、な

どといった点も視野におさめた人類学的文化遺産
研究の展開に貢献できるだろう［清水 2017b］。
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注
１）本稿では、芸術の諸ジャンルのうち人間の身体を
とおして表現する技法であり、演劇、舞踊、映画、
音楽、民俗芸能などを含むものとして、芸能とい
う語を使用している［中村、三隅 2007：538］。本
稿で取り上げる中国伝統演劇や地方劇などは、こ
の芸能の一部を形成するものである。

２）秦腔は、陝西省を含む中国西北地域で盛んであり、
京劇の形成にも影響を与えた、歌舞伎のようにき
わめて様式的な伝統芸能である。詳細は拙稿［清水 
2015， 2017a］を参照されたい。

３）たとえば、筆者は、ある文化遺産関連の論考で、
本稿のような芸の習得過程という観点から無形文
化遺産を演じるある劇団の人材育成事情に注目し、
現地の文化行政が芸能伝承のメカニズムやその現
状を十分に理解していないので、芸の担い手に
とっては矛盾に満ちた政策を実施し、芸能の伝承
現場に混乱をきたしている、ということを明らか
にした［清水 2016， 2017b］。芸の習得過程に関す
る本稿の知見は、同様の分析を可能にし、人類学
的文化遺産研究に新たな切り口を提供するだろう。

４）清の乾隆年間の後期に、北京などで京劇が非常に
盛んとなり、必然的に多くの俳優を必要とするよ
うになった。そこで、個人単位での芸の伝承では
なく、俳優の組織的な養成が急務となり、科班が
誕生したといわれている［有澤 2006：318-320］。

５）これらは、当時の科班や劇団や劇場でほとんど例
外なく行われていた、玄宗皇帝や明の文人劇作家
湯顕祖を祖師・芝居の守護神として奉り拝するとい
う慣習に関連する行為活動で、蕉菊隠たちには梨
園の旧習として、改革の対象とされた。

６）建国当初は、まず中等演劇学校のみが作られ、
1956年ごろまでに、全国で急増して31校も開設さ
れた。その後は、教育制度改革や文革などにより
合併や廃校になったものも増え、最新の資料では
2009年の時点で84校となっている［董、生、董 
2015：661-747］。

７）最新資料によると、建国から2009年までに、陝西
省で設立された演劇学校は13校あるが［董、生、董 
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2015：739-740］、本稿で取り上げる陝西職業芸術
学院、陝西省戯曲研究院付属学校、西安市芸術学
校は、西安市内に現存する最後の３校の国立演劇
学校である。

８）これは、中国では専業学校と呼ばれ、技術、師範、
医薬、芸術などの学校を含む［董、生、董 2015：
216］。

９）2006年３月20日に行ったインタビュー記録から
の抜粋。

10）そもそも秦腔は、京劇ほど流派が顕著に存在して
おらず、中等教育段階で流派教育をすることも奨
励していない。また、陝西芸術職業学院のような
中等学校では、まず演技の基礎を学ぶことに重点
が置かれており、それが学べる有名演目を稽古演
目として、生徒が劇団就職時に即戦力となれるよ
うに配慮している。

11）なお、生徒によって能力や習得状況が異なるので、
これらの三つの段階は、ある程度柔軟に調整され
ることもある。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の場合
は、たとえその生徒が四、五年生であっても、教
師は三年生を対象とした①の段階にしばらく立ち
返って、懇切丁寧に指導することもある。

12）この体系的・分析的な傾向について、次の点も
指摘しておきたい。まず、30～40年代の科班時
代を経験した秦腔俳優に対して、当時と今の芝居
の稽古法の違いを尋ねると、多くの者が現在の稽
古法の方がより体系的であると回答する。すなわ
ち、当時は演技の基本的なことをひと通り学んだ
後は、公演をとおして芸を磨いていくというやり
方が主流であったが、今は公演活動に左右されな
い教室で、陝西省戯曲研究院付属学校のように稽
古演目のレベルをわざわざ三つにわけて段階的に
稽古していくので、より体系的であるというので
ある。監督制が本格導入される前の当時は、今の
ようにさまざまな演劇理論を稽古に応用していな
かったので、こうした発言はその点からも理解で
きる。一方、筆者は、体系化している類似の関連
事例として、秦腔の俳優教育のなかで中核的な重
要性をもつ歌とせりふ（唱念）の稽古法の学校化に
ついても分析したことがあるが、演劇学校の登場
とともに、口伝中心の従来の教授法も洗練されて
いった［清水 2017a：7-11］。歌とせりふの場合は、
声楽理論などからの影響が大きかったものの、演
技の教授法の変容と並行するように、理論的な緻
密化・体系化が行われた。したがって、秦腔の俳優
教育では、演技の教授法の変容の背景に、歌とせ

りふの稽古法などにも及ぶ、学校化によってもた
らされた教授法の体系化がある程度の範囲で進行
していたと指摘できる。

13）2012年９月10日に行った同校の新卒俳優（男性）
へのインタビュー記録からの抜粋。

14）同様の俳優教育が実践されているので、これは三
つの事例校すべてに当てはまる。それらの唯一の
違いは、生徒の就職先である。陝西省戯曲研究院
付属学校は劇団に付属しているので、生徒は母体
劇団に就職するが、残りの２校の生徒は、需要が
ある劇団ならどこにでも就職する。
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Characteristics	and	Developmental	Patterns		
of	the	Process	of	Modernizing	Education		
for	Traditional	Performing	Arts

Takuya	 Shimizu
［educational	modernization,	the	performing	arts	education,	Chinese	traditional	theater,	apprenticeship,	theater	school］

Case	Study	on	the	Learning	Process	of	a	Chinese	Qin	Opera	Actor

　In	this	article,	the	author	examines	how	the	education	of	actors	and	actresses	in	traditional	performing	arts	
has	transformed	from	a	system	of	feudal	apprenticeship	to	a	modern	school	system,	based	on	a	case	study	of	
the	education	of	a	Chinese	Qin	Opera	actor,	with	special	emphasis	on	the	actual	learning	process	undergone	
by	actors	and	actresses.	As	shown	in	the	second	chapter,	this	topic	has	been	insufficiently	explored	and	
analyzed	by	previous	researchers	of	performing	arts	education,	as	they	have	tended	to	focus	on	comparisons	
between	different	performance	genres—such	as	theater,	spectacles,	and	rituals—or	the	relations	between	
theater	and	other	aspects	of	culture	and	society.	So,	except	for	a	few	instances,	there	have	been	no	studies	on	
the	educational	aspects	of	the	performing	arts	so	far.	Moreover,	even	those	exceptional	studies	have	mainly	
dealt	with	the	kind	of	performing	arts,	such	as	folk	entertainment,	that	rely	on	apprenticeship	education	to	
train	performers.	It	may	also	be	true	that	many	researchers	in	the	field	are	not	so	interested	in	schools	as	
they	are	not	education	specialists. 
　As	shown	in	 the	 first	 two	chapters,	however,	some	of	 the	more	recent	ethnographic	studies	on	the	
performing	arts	have	begun	to	outline	evidence	of	the	important	role	played	by	formal	education	at	schools	
for	 training	performers.	Furthermore,	 the	Chinese	case	of	performing	arts	 for	propaganda	also	shows	
that	its	performers	have	mostly	been	trained	in	national	schools.	Especially,	 in	the	case	of	Qin	Opera	（a	
regional	traditional	theater	particularly	popular	 in	northwestern	China,	and	thought	to	be	older	than	the	
more	famous	Beijing	Opera）,	although	it	has	a	very	complicated	history	constantly	affected	by	political	
movements	and	reforms,	formal	education	has	assumed	paramount	significance	in	developing	actors’	and	
actresses’	performing	skills	and	occupational	identities	since	around	the	time	that	the	People’s	Republic	
of	China	（PRC）	was	founded	in	1949.	More	recently,	as	Qin	Opera	became	one	of	the	important	intangible	
cultural	heritages	of	the	nation	in	2006,	formal	education	has	gained	even	more	recognition	from	the	Chinese	
government	as	a	rightful	means	to	develop	its	successors.	Taking	the	above	situation	into	consideration,	
more	attention	clearly	must	be	given	to	the	role	of	formal	education	than	in	preceding	studies.	That	is	the	
primary	focus	of	the	author	in	this	article,	with	special	emphasis	on	the	actual	learning	process	of	actors	
and	actresses.	The	second	chapter	also	contains	a	section	on	how	the	article	can	contribute	to	educational	
anthropology	and	the	anthropology	of	cultural	heritage.
　In	the	third	chapter,	before	a	thorough	ethnographic	analysis	is	made	based	on	the	author’s	fieldwork	
data—keeping	in	mind	the	pivotal	research	question	of	the	true	nature	of	the	modernization	process	of	
traditional	performing	arts	education—the	author	first	makes	a	historical	analysis	of	the	transition	from	
apprenticeship	to	modern	school	systems	in	the	education	of	Qin	Opera	actors	and	actresses,	illuminating	
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the	causes	of	that	change.	The	author	demonstrates	that	the	latter	emerged	through	at	least	four	stages: 
（1）	a	formative	period	influenced	by	patriotic	political	movements	in	the	1920s	and	1930s, （2）	a	period	
of	expansion	triggered	by	theater	reforms	initiated	by	the	Chinese	Communist	Party	circa	1949, （3）	the	
Cultural	Revolution	period,	during	which	many	schools	were	closed,	and	（4）	the	period	of	reform	and	the	
open-door	policy,	when	schools	were	revived	and	adjusted	to	the	socialist	market	economy. 
　Next,	in	the	fourth	chapter,	the	author	analyzes	the	impact	of	educational	transformation	on	the	actual	
learning	process	of	actors	and	actresses.	More	specifically,	the	focus	is	on	three	aspects	of	the	process,	as	
follows:	changes	in	the	teacher-student	relationship,	teaching	methods,	and	the	relation	between	learning	
and	work.	The	first	concerns	the	changes	of	the	relationship	between	teacher	and	student	from	a	feudalistic	
one	to	a	more	democratic	one	based	on	social	equality	and	mutual	trust.	The	second	point	has	much	to	do	
with	how	they	have	evolved	from	simple	teaching	methods	（mainly	involving	students	copying	the	teacher’s	
models	and	engaging	in	repetitive	practice）	to	more	sophisticated	teaching	strategies	incorporating	some	
foreign	performance	theories,	such	as	the	Stanislavskij	system.	The	third	concerns	the	way	in	which	the	
relation	transformed	from	one	lacking	a	clear	distinction	between	work	and	learning	to	one	clearly	separating	
the	two.	The	 impact	of	educational	 transformation	can	be	most	conspicuously	observed	 in	those	three	
aspects. 
　Finally,	 in	the	fifth	chapter,	 the	author	compares	the	results	of	the	analysis	with	other	ethnographic	
studies	on	 the	process	of	modernizing	art	education	 in	other	cultures,	such	as	 Japanese	Kabuki	and	
Indonesian	paintings,	as	well	as	historical	studies	on	educational	modernization	and	school	expansion,	so	as	
to	contextualize	the	findings	of	the	case	study	in	a	broader	perspective.	By	doing	so,	the	author	aims	to	gain	
a	better	understanding	of	the	characteristics	and	developmental	patterns	of	the	modernization	process	of	the	
education	of	Qin	Opera	actors	and	actresses. 
　In	conclusion,	the	author	indicates	that	educational	modernization	has	been	much	more	heavily	influenced	
by	political	movements	and	reforms	in	Qin	Opera	than	in	other	examples	studied	previously,	as	it	is	a	form	of	
performing	arts	related	to	propaganda.	The	article	finishes	by	pointing	out	the	importance	of	its	findings,	and	
its	implications	for	further	research	in	the	field	of	educational	anthropology	and	the	anthropology	of	cultural	
heritage. 


