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河南省大平調の民間における分布形態＿演劇を立ち上げる郷里の唱腔伝承 
                                    稲葉明子 
 
一、 はじめに＿大平調周辺の重なり合う要素 
二、 大平調と豫劇の出自 
三、 農村での分布（2006 年調査） 
四、 農村での分布から考えたこと 
五、 結 
 
一、 はじめに 
 
 「人類的口頭与非物質文化傑作（人類の口承と無形文化の傑作）（注 DD

１
DD）」に昆曲と七弦琴が選ば

れた後の二〇〇六年一月、「首批国家級非物質文化遺産（第一回国家級無形文化財）」のリストが公

開され、全国の五百十八にのぼる非物質文化遺産がリスト入りした。河南省からは少林功夫や陳氏

太極拳のほか九つの演劇項目が入選し（注 DD

２
DD）、「大平調」はそのうちの一つである。河南省東北部

の濮陽市、滑県が申請元となり批准された。（注DD

３
DD） 

 大平調とは「唱腔（民間戯曲曲芸の旋律の種類）」の名である。中国で演劇が語られる場合、多く

の専門書・概説書・新聞記事からネット上の紹介記事に至るまで、「大平調は河南省北部から山東省

にかけて分布する」といった述べ方をし、自明の如く扱われる。しかし、分布とは具体的にどうい

うことなのか、突き詰めていくとどうも納得できないまま今日に至る。それは、専業劇団による上

演から、公園に集まって喉を競う愛好家のアカペラ歌唱まで、パフォーマンスの様態は千差万別で

あり、日々刻々異なり、結局のところ誰がどれだけ唱っているのか、本人たちにもその全貌は把握

できないからである。 
有形の文化遺産はその対象が目に見えるものであるが、非物質文化遺産は人により行われて初め

て存在しうる。非物質文化遺産として登録保護された場合に、具体的にはどのような施策が、誰に

対してなされるのであろうか。 
  筆者ははじめから大平調を求めて河南を訪ねたのではなく、「影戯（影絵芝居）」の分布の観点

から『中国影戯（注DD

４
DD）』に紹介された河南省東北部の内黄・長垣に赴いたものである。『中国影戯』

執筆にあたり江玉祥教授は、実地調査の可能なところはそれにより情報を深め、実見する機会のな

い地域については可能な限り様々な論文、論説、また特に地域の雑誌記事や新聞記事を丹念に集め

て、影戯というそれまでジャンルとして総括されることの困難だった民間の芸能を全国的な視点か

ら整理した。今回調査地として選んだ河南省の内黄・長垣地区は、そうした「ニュース記事のみ（注

DD

５
DD）」の地区である。 

 筆者が現地を初めて訪れたのは二〇〇六年八月、やはりはかばかしい情報の無いままともかく河

南省内黄縣に赴き、手探りで調査地点を探した。そこで「皮影（この地区の影戯パフォーマンスの

呼び方。以下、本論ではこれを用いる。）」上演に用いられていたのが大平調である。中国の多くの

地域で影戯や「木偶戯（人形劇）」の上演を「小戯」、人が舞台に上がって上演する形を「大戯」と

よぶ。河南省現地で大平調といえばまず大戯のことであり、更に「皮影、木偶、堂会（いずれも後

述）」といった様々なパフォーマンスに出会うことになった。本論では、河南省大平調分布地域のい

くつかのパフォーマンスの存在形態から、中国農村における演劇と唱腔について考察したい。 
 
二、 大平調と豫劇の出自 
 
 まずは中華人民共和国文化部主管、中国芸術研究院運営による中国非物質文化遺産網・中国非物

質文化遺産デジタル博物館というホームページ（http://www.ihchina.cn/main.jsp）に紹介された大

平調の紹介から見てみよう。 
 

大平調、伝統戯劇 地区：河南 編号：Ⅳ-26 
申告地区或いは機関：河南省濮陽県、滑県、延津県 
 大平調はまたの名を大梆戯、大油梆といい、主に河南省北部、河北省南部、山東省西南部

および河南省東部、安徽省北部などの地に主に流行する。その起源は明代中期で、今に至る

まで五百年余りの歴史がある。大平調の唱腔音楽は梆子腔の系統に属し、山東梆子、河南梆

子、河北梆子の調べより音が低いことから平調や大平調と呼ばれる。その音楽板式構造は多
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くが豫劇と同様で、芸術的風格は豫劇より更に荒々しい。大平調は黄河以北の広大な地区に

大きな影響を持ち、徐々に三つの分岐を形成した。即ち、東路平調、西路平調と河東平調で

ある。（中略）大平調の唱腔は山東梆子とほぼ同様だが、発声はふつう地声を用い、ただ慢

板、拐頭釘などの板式のときのみ、「尾声（終結部）」で極めて高い裏声を用いる。主な伴奏

楽器に大弦、二弦、三弦、大梆、大号などがある。大平調の配役では、「黒臉」と「紅臉」

が主要な位置を占め、劇種としての重要な特色を成している。その上演は勢いがあり、スケ

ールが大きく、唱做念打全て同様に荒々しく豪放で、剛の中に柔を帯びる。 
 大平調は河南地方の音楽、戯曲の歴史などの研究方面に重要な学術価値をもち、注目され

るに値する。二十世紀九十年代より後の戯劇市場の崩落にしたがって、大平調もかつてない

打撃をうけた。観衆は日々少なくなり劇団の存続と上演条件とも劣悪となり、後継者人材に

も欠き、もっかこの古い劇種はまさに失伝の危機に対峙している。（注DD

６
DD） 

 

この紹介を読んだだけでは「小戯（皮影や木偶）」による上演はイメージしにくい。もちろん、非物

質文化遺産リストに入ったのは大戯としての大平調であるし、以下に示す『中国戯曲志』とはそも

そも全国の大戯の把握を目指して編まれたものであるから当然のことではある。しかし、河南省の

大戯といえば、現在ではふつうは豫劇をまず挙げるであろうし、さらにわかりにくいことに、豫劇

も大平調も構造のよく似た板式変化体である。この錯綜した状況を整理するため、少し長くなるが

『中国戯曲志・河南巻』の「総述」を抜粋し、河南省における演劇パフォーマンス活動の盛衰を外

観したい。 

 

 元朝末期の戦乱で、明朝初期の中原は荒れて人口も減ってしまった。そこで一三七一年か

ら一四〇六年の三十五年間に、山西から河南へ四度の移民が行われ、毎回数千乃至数万人が

移住した。農工商のほか、「楽戸（音楽芸能を継承する身分）」もおり、十五世紀始めには昔

の賑わいをとりもどした。明王朝は諸侯を王として封じ、戦の準備に邁進せぬよう度々演劇

資料や脚本を下賜した。流行した主な唱腔は昆曲であるが、一部に弋陽腔もみられ、清朝の

康煕・雍正期には清戯・羅戯などが広く流行した。清朝中葉には越調、大平調、懐梆、懐調、

宛梆、大弦戯、巻戯、道情戯、落腔、花鼓戯、二黄、眉戸などの劇種がみな自らの班をもっ

て上演活動をしている。演劇活動全体の急激な発展とともに上演団体にも変化が起こった。

明代には官僚や富紳の屋敷抱えだったものが、清代には昆曲にしろ現地の劇種にしろ、みな

地域をまたいで活動する民間の専業劇団と化し、少数の金持ち相手から広く一般大衆に向け

て上演するように変化し、光緒年間には大平調の専業ならびに「業余（副業）」劇団は二百

以上、越調戯班は百以上になった。競争も激しく各班社とも芸を磨くほか、有名な芸人を輩

出している。 

 このころ、「河南梆子（豫劇）」が大きく発展している。河南で も早い「梆子」の記載は

乾隆十年の『杞県志』巻七「郷土風俗」で、「愚夫愚婦らは多く鬼神巫覡を重んじ、香を焚

き仏におもねり、また上演を設ける。邏邏、梆、弦などの類である。（注DD

７
DD）」というもので

ある。ただしこの「梆子」は、河南梆子かどうかは定かでない。このころからいくつかの演

劇音楽理論書（注DD

８
DD）が河南梆子の起源と発展について論じているが、結局のところ決め手

はない。上演の仕方や用いる楽器が似ていることから、このとき河南梆子は羅戯や巻戯と同

じ舞台で上演でき、さらには大平調、懐梆、宛梆が河南梆子の支流のひとつであるという語

られ方がでてきた。 

 清末から民国初年にかけて河南梆子は大きく発展し、大弦戯、百調子、懐調などが衰退し

はじめた。辛亥革命から五四運動のころ、新しい思潮をうけて戯曲も改良の風が起こり、芸

人たちは現代生活を反映した新作を作って歓迎をうけた。政府部門もこの時期にはこれを重

視し、馮玉祥が河南を治めた期間には各種政令を発して管理を強めた。民国十六年には河南

遊芸訓練班を作り、芸人は必ずここで集中訓練をうけることとした。低俗と見られてきた地

方戯曲が政府の支持を得ることで、内容を吟味し、京劇や話劇の工夫もとりいれ、舞台芸術

として発展していった。民国二十年代にはいくつかの学術的研究も現れ、民国二十六（一九

三七）年には鄒少和『豫劇考略』が河南梆子の清朝末年から抗日戦争前後までの発展状況を

まとめた。 

抗日戦争時期には河南梆子のみならず他の全ての唱腔による劇が壊滅的な打撃をうけた

が、抗日戦争勝利後には多くの民間職業劇団が成立し、解放後は更に新規の成立が加速した
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ことから、河南省はやみくもに職業劇団を成立させないよう、また封建、低俗な内容を克服

するよう通達を出した。一九五六年の末に鄭州で開かれた「河南首届戯曲観摩演出大会（河

南第一回戯曲相互研究上演大会）」（注DD

９
DD）は、戯曲改革成果の検閲である。二十三劇種、九

十三演目が参加し、改編された伝統戯、新編の歴史戯、さらには優秀な現代戯があった。河

南の各劇種が発展を遂げたが、この時期の豫劇の影響は他のどの時期よりも大きいであろう。

全省各地に豫劇の上演団体があり、多くのスターを輩出した。「河南人民電視台（河南人民

テレビ局）」は一九五六年に「豫劇専欄節目（豫劇専用プログラム）」を開設した。演目の整

理と研究もこのころもっとも盛んで、文化大革命による断絶の前まで続く。（『中国戯曲志・

河南巻』「総述」稲葉による抜粋） 

 

昆曲は曲牌を連ねるものであるのに対し、「河南梆子（豫劇）」も大平調も、板式変化体である。所

謂「花部の勃興」が河南省でも見られるということだろう。明代には昆曲の隆盛が各著録に記載さ

れたが、清中葉から河南梆子が躍進し、清末から民国年代に河南省の代表的舞台芸術「豫劇」とし

てこの河南梆子が確立されて、以後新時代の要請にしたがって質量ともに影響力を強めていった様

子がわかる。しかし河南梆子が 初に記載された年代は乾隆年間で、しかも「愚夫愚婦による迷信

活動である」と、好意的とはいえない内容である。それに対し、同じく板式変化体である大平調の

劇団の記載は河南梆子の隆盛より若干早くみられていることに注意したい。もう一つ、この『中国

戯曲志・河南巻』の「総述」が指摘するのは、上演活動そのものが従来は名家のお抱え班であった

ものが、清朝中葉には一般庶民に開かれた上演形態に変わっていることである。しかし、上記のま

とめには入れなかったが、以下のような記述もあった。 

 

明代の『如夢録』には開封府での演劇活動や祭祀活動の盛んな様が記載され、清の嘉靖年

間に成書した河南省南部の『固始県県志』中部の『尉氏県県志』北部の『清豊県県志』など

がそれぞれ地域の上演活動の盛況を記載する。「毎年春の豊作祈願、秋の豊作祝い、或いは

廟会のとき、庶民たちはお金を出し合って演劇を招き、一晩中朝まで至る」と。（『中国戯曲

志・河南巻』「総述」十一頁） 

清の光緒十八（一八八二）年編輯の『続睢州志』には明末の文人趙陛が「小戯（皮影や木

偶劇などの上演形態）」を好み、死後に友人達が霊前で小戯を演じてその霊を慰めたともあ

る。（『中国戯曲志・河南巻』「総述」十二頁） 

 

開封では明代から、地方都市でも清の嘉靖年間には、廟会や豊作願いなどで一般の人が演劇を招く

形態が存在していたことがわかる。現在の農村や廟会をみてみると、大戯を招くことももちろんあ

るが、小戯の方が規模が小さく経済的に手軽な印象がある。小戯を好んだ文人というのは珍しいか

ら記載されたのであろうが、それだけにこうした民間の上演活動や小戯は、当時を知る手がかりで

ある文人の手記に載らなかっただけで、かなり早い時期から並行して存在していたことがわかる。 

 これらの著録には小戯に用いられた唱腔の記載はない。しかし、次に、やはり『中国戯曲志・河

南巻』の「劇種」で大平調をみてみよう。 

 

 大平調の来源は衆説同じではない。一つは河南梆子（豫劇）の豫北における分岐であると

するもので、民国二十六（一九三七）年鄒少和は『豫劇考略』で「梆劇は鄭衛の郷に発生し．．．

豫北にある平調・大梆劇は皆この支裔である」とした。もう一つは武安平調が東にむかって

濮陽一帯で変化してできたとするもの、もう一つはその動作が木偶に似ていることから、木

偶から変じてきたとするものである。 

大平調の唱腔音楽は梆子声腔に属し、板式変化体で、豫劇の唱腔音楽の板式構造とかなり

似通っている。はじめの上演形式は「板凳頭」、即ち「地攤（注DD

１０
DD）」の形態で、机一つに

椅子一つ、長椅子が四つ、「司鼓（指揮をとる太鼓）」が中心に座り、梆・弦・羅・太鼓が両

側に座って弓形に観衆に向かう。開場句も伝わっている。（開場句略）乾隆年間には濮陽一

帯に民間のこうした「板凳頭」の形態はひろくみられ、濮陽県の洪家平調職業劇団はすでに

成立していて演目には『困河東』『下高平』などがあった。 

清中葉には大平調は「高台（上演舞台）」で演じることがかなりみられ、戯班による営業

上演はすでに芸人が生活するうえでの重要な手段となっていた。（『中国戯曲志・河南巻』「劇

種」八十頁） 
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図１：河南省内黄県馬上郷北蔡村皮影 

 

今回、数少ない影戯の消息を求めて訪ねた河南省内黄県は濮陽地区に属し、皮影と木偶の分布を確

認できた。大戯ではなく、木偶戯と大平調を結びつける考え方があり、また大戯より先に「板凳頭」

が紹介されていることに注意したい。加えて、「板凳頭」らしきパフォーマンスが農村で一般の人た

ちによって継承されている様子にも遭遇した。そこで、二〇〇六年の調査の様子から、こうした問

題を考察したい。 
 
三、 農村での分布（二〇〇六年調査） 
 
調査の際の様子と、演者・上演情報・撮影資料内容を列挙しつつ、個々の事例を紹介したい。更

に、各撮影資料について、内黄県の専業大戯大平調「芸人（注DD

１１
DD）」A氏に見ていただいたコメント

内容も示す。 
当初は皮影の分布を考えて現地に赴いたため、河南省長垣県、河南省内黄県と、隣接する河北省

邯鄲市で農村の演劇的パフォーマンスを訪ね、結果的に皮影以外の要素への目配りが大切であるこ

とを知ることになった。周辺地域を含めた悉皆調査とはいえないが、重なり合う要素の様子を知る

サンプルにはなるであろう。 
まず内黄県文化館を訪ねると、若い館員たちは皮影とは何かというところからまるで想像がつか

ないようであったが、幹部と思われるやはり若い女性が即座に『内黄県文化志(注DD

１２
DD)』を調べ、以下の

三地点を割り出してくれた。馬上郷北蔡村、馬上郷大黄灘村、毫城郷岸上村である。更に、河南省長

垣県と、河南省内黄県に隣接する河北省邯鄲市の二地点の様子も示す。 

 

A．内黄県馬上郷北蔡村 

 

 皮影の消息といっても村の名だけなので、村にタクシーをのりつけて路上で聞くと、それならばこの人

だと紹介されたのが何紀云さんである。夜には演者をそろえて上演してくれるということで、夜に再び訪

ねると、大変大勢の人によって行われることに驚いた。しかし上演はどこかぎこちなく、十五分ほどで終

わってしまった。後に聞くと、「唱（上演時に歌唱を担当する役割）」の主な演者が亡くなってしまったば

かりで、遠来の客のために試みに人を集めて上演してみたものの、やはり困難であることがわかったと

いう。 

 皮影の人形は代々受け継がれてきたもので、三百年はたっているだろうということだ。唱腔は大平調

である。往時の様子を尋ねると、皮影は麦の種まきが終わってから「春節（旧暦の正月）」くらいまでの村

の娯楽で、春節のころから外地に赴き、一箇所で四夜から半月、「封神演義」「西遊記」のほか朝代もの

を演じた。楚旺、南留固、石村、安陽などに行ったことがある。八十年代以降とぎれていたが、二〇〇

〇年に再結成し、西遊記の「通天河」「火炎山」「三打白骨精」などを一晩に三時間ほどの長さで演じて

いたという。 

村の人に紹介された何紀云さんは長老格にあたるわけだが、先に述べたように唱の担当者が亡くな

ったばかりで、人形操作担当である何さんが唱の担当を肩代わりするわけにもいかず、事実上もう上演

は無理であろうということだ。唱が大変重要である

ことがわかる。農村では亡くなった人の名を口に

するものではないといい、唱の担当者の名前はと

うとう教えてもらえなかった。 

 

（２００６0818 CE05/CE06 内黄県北蔡村（注DD

１３
DD） 

『黄風嶺』（皮影・大平調） 

何紀云(７３) 何玉臣(６１) 人形操作 

何福田(７８) 二弦 

何青元(６０) 唱：孫悟空 

何東田(５５) 唱：妖怪 

何五林(４５) 板子 

何煥争(４５) 唱：唐僧 

何衛華(４４) 三弦 
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図２：河南省内黄県馬上郷大黄灘村堂会 

何希春(４４) 大鼓 

他に大羅・鐃・琑吶・竹板など 

 

 皮影であるので、ある家の門の部分を塞ぐ形でスクリーンを配置して上演した。（図１）「影人（皮影で

用いる人形）」は厚く素朴なつくりで、初めに籐椅子のような単純な造形の背もたれ椅子と小さなテーブ

ルがスクリーン中央に配される。そこに唐僧玄奘が着席して西方取経のいきさつを述べた後、孫悟空を

呼んでやはり西方取経の心構えを訓示し、共に退場する。椅子とテーブルの造形、冒頭の展開ともここ

まで山東済南影（注DD

１４
DD）と同様であった。 

内黄県のA氏にビデオを見てもらうと、彼はプロであるので村の人たちの演奏をほほえましそうに

見ていたが、「拉弦的（弦楽器を奏でている人）」の演奏は優れ、また「大鼓（太鼓）」担当は周辺の

大戯に加わることもあるプロであるということだった。このように、農村では演者達、特に楽器担

当が周辺地域の演奏活動に臨機応変に参加している例は他の省の農村でも遭遇した。（注DD

１５
DD） 

 
Ｂ．内黄県毫城郷岸上村・陳栄華氏 

 

 こちらも「県城（県の市街地）」での情報は村名だけであったが、岸上村までいくとやはり路上の人々が

「皮影であれば“秋付”だ」と教えてくれた。 

 “秋付”とは訪問当時（二〇〇六年）に八十五歳になる陳栄華さんの幼名である。両親が晩年にな

って秋に授かった子であることから“秋付”と名づけられ、後に皮影で有名になった後は地域の人にこ

の名が通るようになった。皮影を習い始めたのは二十歳のころで、唱腔は大戯と同じ大平調である。師

匠は過去に県城で大戯の大平調を演じていたという当時六十歳前後の同郷の人で、その自宅に毎晩

通って学び、二十八、九歳のころ独立した。主に「解放後（中華人民共和国成立の一九四九年より

後）」に「文教局（文化教育を所管する課）」の指導で活動していた。活動場所は内黄県の県城付近で、

新郷（長垣県の属する市）まで行って上演したことはないという。また、岸上村の周辺には大戯はあって

も、皮影はない。文化大革命で道具を焼かれ、八十年代に村の人たちを指導して再結成したものの長

くは続かず、七年前（一九九八年）には火災で道具が焼けてしまったそうだ。上演には七、八人が必要

である。現在は子供たちが全て独立して県外に出、夫人と二人暮らしである。 
 
Ｃ．内黄県馬上郷大黄灘村 

 

 『内黄県文化志』に木偶戯の記載があっ

たことから訪ねる。村に着いて何人かに聞い

ても消息が得られなかったが、やっと「昔上演

していたのを知っている」という消息を得て、

農作業中の王氏らを訪ねた。 

今も道具もあるし上演もできるが、訪ねた

のが八月のためまだ農作業があるからという

ことで、冬の再訪を約束した。上演は七十代

を中心とする王貴林・王朝群・王春保・王宝

田・王民煥・王保存・王玉連の七名で大平調

を用いる。解放前後に村人が木偶のセットを

購入してから、皆で集まって木偶戯の上演を

始めた。ということは、木偶のセットを買うまで

はどのように演じていたのかと尋ねると、木偶

セット購入以前から、村人が文芸活動として

集まって唱う「堂会」という形式がもともとあり、

昔の村人は皆唱えたのだそうだ。全て農業を

生業とする普通の村民である。しかし今では、村の五十代以下の人は歌えないという。 

冬に再び訪ね、木偶戯ではなく往時の「唱堂会」をリクエストした。（図 2：）解放前の堂会は、「慶寿

（長寿の祝い）」や「喜事（婚礼や出産祝い）」など、村に何か人寄せがあると集まり、午前に一場あるい
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は午後に一場という具合に唱ったという。演目は、慶寿では『五虎拝寿』、出産祝いでは『送子』、また

明代の宮廷戯などもあり、三国もののような長編故事も最初から最後まで全て唱うことができる。「角色

（役柄）」は二十以上におよび、村人がそれぞれ役柄に応じてその台詞のときに声を発する形で唱って

いく。楽器は「主鼓（小さな「板鼓」）」で全体の指揮をとり、「大羅」「小羅」「石打鈔」「大油板」「三弦」の

ほか「笙」「琑吶」も用いる。「文戯（宮廷ものや世話物など戦闘シーンの少ないもの）」よりも「武戯（戦争

もの）」のほうが、唱いかたが若干難しく、戦闘シーンでは「尖子号」や太鼓を用いて表現する。 

 

（２００６１２２７ CI01/CI02 河南省内黄県馬上郷大黄灘村） 

『開場楽』（堂会・大平調） 

王春保(72)三弦：五十年代から堂会に参加 

王朝群(71)唱 ：馬上郷大黄灘村。 

ほか、村内有志と八十年代に学んだ四十歳代多数 

 

 上演は開場句と物語のさわりのみである。二十年ぶりの上演ということで、弦楽器はさび付き太鼓の一

つはコンディションが悪くて使えず、演じるほうはかなりハラハラしながらのパフォーマンスだったという。

このとき、演者の中で比較的若いA氏と出合った。A氏は現在大戯の専業演者で、大平調劇団の業務

団長（公演渉外担当）をつとめる。（注 DD

１６
DD）二十年ぶりの堂会のため、歌のリード役として現在も現役で

大平調を歌うA氏を招いたのだという。こうした上演は、往時は農閑期農繁期を問わず、夜に村民が集

まって歌う形態として存在していた。大黄灘村では、周辺の馬固・東沈村・吉村の四村の村民が集まっ

て行うことが多かった。A氏は八十年代に十五、六歳でこれに参加し、伝来の歌詞をほぼ全て暗記して

いる。A氏によれば、同じく大平調と言っても堂会の歌詞と大戯の歌詞は大きく異なるという。いまや上

演の機会のなくなった堂会の歌詞を記録すべく、現在も協力して作業を進めている。 
 
D．河北省邯鄲市大名鎮鋪上郷鋪上村 
 
 魏力群『皮影之旅』の記載を見て、二〇〇六年夏にこの地を訪ねた。趙書蘭氏がまとめ役となり、

主に五十年代に活躍していた現在七十歳代後半の人たちに、現地の若者を加えて、二〇〇二年に現

在の形に組織した。春節のときに平安を祈念して『南海観音』『孫悟空』『関公』などを上演してい

る。皮影の演者、またその師匠たちも全て「業余（余暇）」活動で、本業は農業である。 
往時は一回の上演に三時間半ほど、昼は『封神演義』、夜は『西遊記』を、様々な短編の形で演じ

ていた。解放前は地域の金持ちや地主が、解放後は各村落が費用をもち、村の広場などで演じるの

である。冬至から春節前後にかけて、河北のほか山東・山西まで遠征したこともあるという。 
 上演には人数が大変多く必要なので、夏の「農忙（農繁期）」の上演は困難だから、冬至過ぎに来

るように言われた。そこで二〇〇六年十二月に再び訪ね、二日に分けて以下の上演をビデオに収め

た。 
この上演ビデオは大変貴重なものとなってしまった。主な唱を担当する趙天文氏が二〇〇七年二

月に亡くなってしまったのである。 
彼の歌詞も上演形態も、現在の若者に継承することは不可能なので失われるのが惜しいと、世話

役の趙書蘭氏は当初から言っていた。そこで、カセットテープに趙天文氏の「清唱（楽器を用いず

にアカペラで歌う）」を録音してもらうことを提案し、二〇〇七年二月にカセットデッキとテープを

送った。しかし、冬の二ヶ月はあまりに長く、趙天文氏の病状は既に悪化していて、カセットテー

プは三十分間のみの絶唱となってしまった。送付の遅れは、単に筆者の怠慢である。 
 
(20061224 CH02/CH03/CH04『西遊記』皮影・高調)（図 3） 
(20061225 CH05/CH07/CH08『封神演義』皮影・高調) 
趙天文(７７)全面的に指導。趙連瑞という師匠に師事。 

尚日軒(８０)打鼓 

趙景栄(７５)拉線（弦楽器）、唱戯 

張銀 (７６) 拉線、赫馬荘の外在住 

趙書蘭(５８)人形操作、現在の団長 

趙書庭(６０)人形操作 
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図 3：河北省邯鄲市大名鎮・趙天文 

尚書才(６１)唱 

趙叔堂(５２)人形操作 

趙保堂(４９)人形操作 

趙書祥(３９)人形操作 

趙明印(３３)人形操作 

(200702 カセットテープ・趙天文清唱・大平調（注

DD

１７
DD）) 

 
後に内黄県のＡ氏にビデオとテープを確認して

もらうと、ビデオ一日目の『西遊記』も二日目の

『封神演義』も、用いている旋律は「高調（河南

省の豫劇の旋律）」だとのこと。しかし、趙天文氏

のテープは、途中から唱うことが困難になりほと

んどが歌詞の暗唱となる痛々しいものであった

が、開始部分の一分間ほどの旋律から大平調であると確認された。訪問時に趙書蘭さんは言わなか

ったが、おそらくは周囲で楽器を担当する若者たちが大平調で上演することができず、皮影の上演

の際には若者でもテレビなどで多く接する機会のある豫劇の旋律を用いたのであろう。内黄県のＡ

氏とは二〇〇八年二月に大平調をめぐって研究交流を行い、この見解について賛成を得た。こうし

た歌詞は五言・七言・十言句を中心とする基本的な構造は同じであるので、大平調のものを豫劇で

歌ったり、またその逆も不可能ではない。しかし、それぞれの唱腔は本来固有の歌詞をそれぞれも

つという。今後の研究交流によりこうした歌詞を研究していきたい。 
 
Ｅ．長垣県方里郷呂荘呂心哲 
 
 長垣県の文化館を訪ね、皮影と言った瞬間に、それなら呂荘の呂心哲だとさっとでてきた。 
 呂心哲さんは二〇〇六年に九十才。皮影人形を出して説明してくれた様子は矍鑠として、七十代

にみえるほどだった。呂さんは、父の代から七、八人で構成する皮影班で上演活動をしていた。父

の師匠は同じ方里郷の方荘の人である。解放前には業余で遠征し、芸を売って副収入を得ていた。

冬季に二十日から一ヶ月ほど郷里を離れ、封丘、濮陽、開封、延津、滑県、山東にも行ったことがある

という。唱腔は大平調で、演目は『西遊記』『陳世美（鍘美案）』など一、二時間の長さである。一九五七

年、河南省鄭州で「会演（合同公演）」があり（注DD

１８
DD）、参加した皮影班、木偶班ともに一つずつだった

ため珍重され、省が営業証を発行し、一年四季を通じて演じる専業劇団となった。一九六五年に活動

を停止し、二〇〇四年の春節に村内で復活させた。現在は呂心哲(90)、呂心咨（八十代）のほかは三

十代が七名で活動している。筆者が訪問したのが二〇〇六年夏だったため、若い人たちの多くが出稼

ぎにでていて上演はできないということだったが、村に残っている弟子の女性ほか数名が唱を歌い、呂

氏が三弦を奏でて一ふし歌ってくださった。ただし、それは豫劇だった。皮影人形は師匠筋から伝わっ

た物で、壊れると自分たちで彫刻して補う。大きさは変化したことがないという。 

 帰りのタクシーで、八十年代にはこの周辺には他にも多くの皮影班が活動していたと運転手がポツリ

と言った。 
 
四、 農村での分布から考えたこと 
 
今回訪問した地域のうち、Ａで挙げた内黄県馬上郷北蔡村とＤの河北省邯鄲市大名鎮鋪上郷鋪上

村 
では、残念ながら大平調による皮影の上演活動も、伝えられてきた唱詞も絶唱となってしまった。

いずれも、従来の上演活動において「唱（歌唱担当）」の役割が重要であることがわかる。そして、

皮影・木偶といったパフォーマンス活動として現れる上演形態と、大平調という唱腔は分けて考察

すべきであると考えた。Ｂに挙げた内黄県毫城郷岸上村の陳栄華氏は大戯の師匠に学び、後に「影

箱（皮影人形セット一式）」を購入して上演活動を始めたし、Ｃの内黄県馬上郷大黄灘村では、やは

り解放後に木偶人形セットを購入したことから木偶上演活動を始めた。そしてその背景には、村に

伝わってきた堂会の唱詞伝承があった。これらの場合、皮影になるか木偶戯になるかは手に入った

道具によるもので、やはり も重要なのは唱である。 
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図 4：左から内黄県、長垣県 

 全国的な視点から、「河南省では大平調が非物質文化遺産としてリスト入りした」といえば、まず

は大戯を思い浮かべるだろう。しかし、この大戯の歌詞と、堂会の歌詞は大きく異なる。大戯では

劇中の多くの情報が服装・化粧・舞台装置、何より動作により描写される。それに対し、堂会での

パフォーマンスは楽器や歌唱担当の数が多いとはいえそれらは歌詞を代替するものではなく、歌詞

の描写する内容が細かく長い。A 氏によれば、かつて学んだ堂会の歌詞であれば、三国ものを全て

唱うことも可能だという。今回は従来通りの皮影の上演をみることはできなかったが、往時の様子

を聞くにかなり長時間の上演だったことがわかる。他省や他地域で多くの影戯をみてきて、スクリ

ーンという劇空間と影人という情報は示されるものの、せっかく登場した影人はほとんど動かずに

延々と唱を聞かせる展開も多い。このように、小戯ではより息の長い歌詞を聞かせることが可能で

あり、堂会と大戯の中間的存在として現地にやはり受け継がれてきたのではなかろうか？この点は

今後内黄県の A 氏と共同研究を進めることで考えていきたい。 
 このように、大平調は河南省の大戯として豫

劇に次ぐ規模であるが、その背景には農村の口

承伝承が存在している。大戯と小戯、そして堂会

とどれが先かといえば、農村の堂会におけるより

複雑な内容の口承伝承ではないだろうか。このこ

とは、先行研究に示された「板凳頭」の指摘とも

合致する。いずれにせよ、大平調を理解するに

は、この堂会に伝えられた歌詞も全面的な記録

が必要であろう。 

 皮影のパフォーマンスとしては、今回の調査

地と河北省南部・東南部から山東省西部にかけ

て、類似した皮影人形を用いる皮影が分布して

いるように思う。小鼻まで丸く示されるはっき

りした顔立ち、厚めの皮を用いた素朴な作りに、

時に彫刻ではなく着色によって絵柄を表す。午後に西遊記、夜に封神演義を演じる点、籐椅子セッ

トのような簡素なテーブルと椅子が開場に用いられる点も似ている。山東省の鄒縣に由来する人形

は小さく（注DD

１９
DD）河南省長垣ではかなり大きなものになるが、顔立ちに共通点があるといえるだろ

う。（図４） 
 用いる唱腔は異なる。山東では「磨調」であったし、長垣では大平調に加えて河南梆子（豫劇）、

邯鄲では大平調を用いる班と「懐調」など現地の別の唱腔を用いるものがある。スクリーンと人形

を用いたパフォーマンスという影戯の側面と、唱腔の伝承を分けて考えるべきと考える所以である。 
 
五、 結 
 
 二〇〇六年一月一日、国家級非物質文化遺産名録が公開され、大平調はリスト入りを果たした。 
大平調が分布する地域では、演劇といえばまずは皮影ではなく大戯を思い浮かべる。しかし農村

には皮影のほかに「木偶戯（人形劇）」を演じた地区もあり、なによりもその背景には、上演ではな

く、夜間に堂会という歌垣の形での継承が分布している。 
中国における唱腔・伝統演劇を考える場合には、こうした一つ一つの要素への全面的な目配りが

必要である。 
 今回の調査地点でも言えることであるが、こうした農村の従来の芸能活動は、五十年代に経済的

に小康状態を迎えた時期に多く伝承され、文化大革命を経て八十年代に復活した伝承の一つのピー

クがある。五十年代に二十歳前後で解放前の人々から受け継いだ世代は現在七、八十代、八十年代

に二十歳前後で受け継いだ世代が四十代の体力的に一番良い時期にさしかかる。しかし、八十年代

の伝承は必ずしも十分なものではなく、五十年代世代の指導が必要な場合も多い。また、ジャンル

によっては「新中国（中華人民共和国成立以後の世界）」の世にあって解放前までの自然の需要はな

くなり、各地の文化館の培訓班などの指導で延命が図られた場合も多い。全国の農村に従来どのよ

うな唱腔が伝承されていたのか、全面的に把握することのできる 後の時期にさしかかっていると

いうことが出来るだろう。 
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１ 以下、中国語をそのまま用いる場合には初出時に「」で括り、必要に応じて（）で日本語訳を示す。日本でもよく

紹介されているものについてはこのような操作はしない。 
２ 豫劇、宛梆、懐梆、大平調、越調、大弦戯、四平調、曲劇、道情戯である。 
３ 「第一批国家非物質文化遺産名録推薦項目名単公布我省２０項榜上有名」河南日報二〇〇六年一月一日 
４ 江玉祥 1991 年『中国影戯』四川人民出版社。 
５九十年代後半より多くの紹介が成されるようになり、大平調の分布域として省境を接する河北省邯鄲については魏力

群 2005 に「冀南影戯的古風古韻」として紹介がある。 
６ 170 大平调 时间：2006 年 类别：传统戏剧 地区：河南 编号：Ⅳ-26 
申报地区或单位：河南省濮阳县、滑县、延津县 
  大平调又称平调、大梆戏、大油梆，主要流行于豫北、冀南、鲁西南及豫东、皖北等地，它起源于明代中期，至今已

有五百多年的历史。大平调的唱腔音乐属梆子腔系统，因此山东梆子、河南梆子、河北梆子的音调低，故称平调或大平

调。它的音乐板式结构多与豫剧相同，艺术风格则比豫剧更加粗犷火爆。大平调在黄河以北的广大地区有着很大影响，

逐渐形成三个支派，即东路平调、西路平调和河东平调。（中略）大平调的唱腔与山东梆子大体相同，但是发声一般都用

真嗓，惟慢板、拐头钉等板式起板时，尾声使用极高的假嗓。主要伴奏乐器有大弦、二弦、三弦、大梆、大号等。在大

平调的脚色行当中，黑脸和红脸居于主要地位，形成剧种的重要特色。其表演气势恢宏。场面宏大，唱做念打并重，粗

犷豪放，刚中带柔。 
  调 乐 戏 历 术 值 值 关大平 在河南地方音 、 曲 史等研究方面具有重要的学 价 ， 得引起 注。20 纪世 90 戏剧年代以后，随着

场 调 击 观 渐 缩 剧团 恶 继市 的滑坡，大平 也受到了前所未有的冲 ， 众群体日 萎 ， 生存和演出条件 劣，缺乏后 的表演人才，

这 剧种 临 传 险 抢目前 一古老 正面 着失 的危 ，亟待 救。 
７ “愚夫愚妇，多好鬼尚巫，烧香佞佛，又好约会演戏，如逻逻、梆、弦等类。” 『中国戯曲志・河南巻』「劇種・豫劇」

では、この条が乾隆五十三年の『重修杞県志』にもほぼそのままの形で引用されていることを指摘し、乾隆年間の李

緑園の長編小説『岐路灯』の「一个民間戯班，叫做梆羅巻」という記載から「梆羅巻」即ち「梆子・羅戯・巻戯」が

乾隆年間に同時に上演されていたとする。 
８ 徐珂『清稗類鈔』、厳長明『秦云擷英小譜』などが甘粛や陝西方面からの梆子腔、秦腔の影響を述べる。（『中国戯曲

志・河南巻』「総述」） 
９ 後述の長垣県呂心哲氏が参加したのはおそらくこの大会であろう。 
１０ 「地攤」とは路上に蓆を敷いて商売をするような場合に使われる単語であるが、意味が通りにくいため後の課題と

したい。 
１１ 「芸人」という言葉は、日本語と中国語のそれぞれにおいて使われ方の含意に幅があるが、A 氏本人にどのように

呼ぶべきかとうかがってこれを用いることにした。一般に、中国語で「芸人」という語は、専門性が高くかつ専業で

上演している人というニュアンスが大きいように筆者は思う。 
１２ 1989 年 5 月内黄県文化局編。 
１３ 上演ビデオ撮影資料である。年月日のあとに、稲葉のビデオテープ番号を付す。 
１４ 稲葉 2005。 
１５ 稲葉 2004。 
１６ 二〇〇八年二月に、濮陽市郊外で公演活動中の A 氏を尋ね、大平調の大戯の上演をビデオに収めることができた。

また、このときに本論で紹介する各地の資料を A 氏に見てもらい、コメントをいただいた。 
１７ テープ資料については詳細な分析が仕上がっていない。待考。 
１８ 注９参照。 
１９ 稲葉 2005。 


