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序章 

本論文は中国浙江省舟山群島に伝承されている指遣い人形芝居、即ち布袋木偶戯に

対して、現地調査を行い、これに関する档案資料や、聞き取り調査から舟山布袋木偶

戯の歴史および、島民の生活の中でどのような役割を果たしているかについて考察し

たものである。 

 

第１節 中国木偶戯の種類 

 

１ 中国木偶戯の歴史と種類 

 

中国の木偶戯は、「傀儡戯」とも呼ばれる。

元々葬送儀礼に用いられた副葬品に由来し、

漢代の末には婚礼宴会にも使われるように

なった、のが始まりという1。しかし、戯と言

えるような演劇的要素を持ったものであっ

たのかはわからない。北斉（550-577）時代

の「郭禿」、「郭公」と呼ばれる禿の木偶が、

滑稽な所作を演じたというのが、おそらく最

初の木偶戯の記録といえよう。唐代（618-896）

の敦煌第 31窟壁画の図は、傀儡を使ってい

る様子、とされる。 

都市経済が発達し、市民生活も豊かになっ

た宋代（960-1297）には、『東京夢華録』『都

城紀勝』など、様々な都市繁盛記が著わされ

たが、そこには都市の演芸として木偶戯も紹

介されており、「杖頭」（棒遣い）「懸糸（提

線）」（糸あやつり）「薬発」（花火で打ち上げる）「水傀儡」（芸人が水中にいて

上演する）「肉傀儡」（人間が人形を真似する）が挙げられている2。当時の詩や詞

                                                           
1「窟 子,亦曰魁 子,作偶人以戯,善歌舞,本喪楽也,漢末始用之於嘉會,北斉後主高緯尤所好。」 [西晋]

司馬彪『後漢書』（志一、五行一） 

2[宋]孟元老『東京夢華録』（巻五・京瓦伎芸；巻六・元宵；巻七・駕幸臨水殿観争標錫宴）『宋代筆記

小説』；[宋]周密『武林旧事』（巻六）；[宋]呉自牧『夢梁録』（巻二十・もろもろの雑戯）； [宋]

耐得翁『都城紀勝』（瓦舎衆伎）；[宋]西湖老人『西湖老人繁勝録』。そのうち、「薬発」と「肉傀儡」

はいったいどんな人形芝居なのかについてははっきりしないが、「薬発」は、現在浙江省泰順で行われ

図 1 唐代（618-896）の敦煌第 31窟壁画 

（譚蝉雪編 1999：84頁） 
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には、日常の場面として木偶戯を歌ったものも多く3、宋代の都市では、すでに広く

行われていたことがわかる。しかし、指遣い人形芝居、いわゆる布袋木偶戯は、この

中に入っていない。 

布袋木偶戯の起源については、はっきりしないが、福建省晋江の民間には次のよう

な話が伝わる。「明の嘉靖年間（1522-66）に何度も科挙に落第した秀才の梁炳麟は

ある日仙人の夢を見た。夢の中で仙人は「功名在掌中」と言ったので、もう一度科挙

を受けたが、また落第した。気落ちした梁炳麟は科挙受験をやめ、弾き語りを始めた。

但し、梁炳麟の弾き語りは他の人と違って布をかぶって聞かせた。これは面子をつぶ

さないためだった。その後、ある糸操り木偶芸人の提案によって、梁は指で人形を操

りながら弾き語りを始めて、演技を伴う弾き語りと呼ばれた。こうして梁炳麟は人々

に「戯の状元」と呼ばれるほどの名人となり、仙人が言った「功名在掌中」の謎がや

っと解けた」〔沈継生 1998：3-4頁〕。また『福建省永春県志』（巻二十八・文化志）

には、明の天啓年間（1621-27）福建省永春県の太平村に李順親子の布袋木偶戯があ

ったと記す〔永春県志編纂委員会 1990：783 頁〕。 

宋代に行われたとされる木偶戯のうち、「杖頭」と「提線」、少し遅れて、おそら

く明代に始まったと考えられる「布袋」、さらに清代には、影絵芝居の上演をまねて

生まれたとされる「鉄枝」を加えた四種が、清代以降、民国時代を経て現在まで、中

国で主に行われる木偶戯である〔郭紅軍・趙根楼 2015：54-64頁〕。 

「杖頭」は、人形の体（1本）と手（2本）につけた三本の棒で操作する。その分

布は四つのうちで最も広い。人形の大きさは、8寸4の小さなものから人の背丈ほどの

ものまで、遣い方も地域によって様々である。「提線」は約 2尺前後の人形を 16本

以上の糸で操作する。その分布も広いが、福建省の泉州が最も有名である。「布袋」

は１尺前後の人形を、人差し指と親指・中指で操る。福建省の泉州と漳州や広東省の

潮州、台湾が特に有名である。「鉄枝」は 1尺から 1.5 尺ほどの人形の背につけた鉄

線と竹の棒で操る木偶戯で、主に広東・福建一帯に分布する〔顔培金 2012：14-16頁〕。 

中華人民共和国成立後（以下「解放後」）は、政府は各地の民間芸能の現状調査を

行い、芸人の活動を統制し、また宣伝活動にも利用しようとした。民間の木偶芸人か

ら団員を選んで集団化した木偶劇団を結成したが、選ばれなかった木偶芸人の活動に

ついても、政府の上演許可を得なければならなくなり、自由に上演活動を行うことは

難しくなった（第 4章に詳述）。 

1966 年文化大革命開始後、木偶戯は「四旧」（古い思想、文化、風俗、習慣）とし

て批判され、舞台や人形、道具などはほとんど壊され、文革中の約十年間はすべての

                                                                                                                                                                      

 

る打ち上げ花火式のもので、また「肉傀儡」は孫楷第（1952）によれば、人間が人形を真似する芝居で

あるという。 

3 [宋]劉克荘「観社行」「夜読伝灯雑書六言八首」（その三）「水調歌頭・半世慣歧路」「念奴嬌・戯

衫抛了」「秋夜雨・腰棚傀儡曽懸索」、[宋]釈智愚「頌一百首」（その八十八）、[宋]釈懐深「省縁」、

[宋]釈従瑾「頌古三十八首」（その二十六）など。 

4本稿で用いる尺は、中国の 1尺=(1/3)メートル（約 333.333mm）による。 
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上演が禁止された。文革終了後、木偶戯の上演は再開され、集団所有の木偶劇団のほ

かに民間での個人的な上演活動の規制も緩和された。舟山では、78 年以降、個人戯班

の上演が復活した。 

しかし 90年代以降、今度は近代化の影響で、民間芸能市場の縮小や芸人の高齢化

などの新たな問題が生じた。 

 

 2003 年の第 32回ユネスコ総会で「無形文化遺産の保護に関する条約」が採択され

たのに呼応して、中国政府も民間の芸能に初めて注目するようになり、「中国民族民

間文化保護プロジェクト」がスタートした。民間で行われていた木偶戯も無形文化遺

産の一つに含まれた。中国政府は、2004年、この「非物質文化遺産（日本語では無形

文化遺産であるが、本稿では、中国語の「非物質文化」を用いる）保護条約」を批准

すると、2005 年 3月には国務院が「我が国非物質文化遺産保護強化事業に関する意見」

を発表した。2006 年 5月に文化部は指定保護政策を取り、民間文学・音楽・舞踏・演

劇・曲芸・雑技と競技・美術・手工芸・伝統医薬・民俗という 10種の分類に基づく

518項目に分け、中国初の国家級の非物質文化遺産代表リストを公布した。木偶戯も

「伝統戯劇」項目の一つに選ばれ、それ以降保護活動が盛んに行われるようになり、

現在（2015）では、24か所の木偶戯が国家級の非物質文化遺産に認定されている。 

 

表 1 国家級木偶戯非物質文化遺産一覧（2015年現在） 

認定名称 種類 地域 認定時期 

泉州提線木偶戯 提線 福建省泉州市 2006.5 

晋江布袋木偶戯 布袋 福建省晋江市 2006.5 

漳州布袋木偶戯 布袋 福建省漳州市 2006.5 

遼西木偶戯 提線、杖頭、布袋、鉄枝等 遼寧省錦州市 2006.5 

邵陽布袋戯 布袋 湖南省邵陽県 2006.5 

高州布袋戯 布袋 広東省高州市 2006.5 

潮州鉄枝木偶戯 鉄枝 広東省潮州市 2006.5 

臨高人偶戯 杖頭 海南省臨高県 2006.5 

川北大木偶戯 杖頭 四川省 2006.5 

石阡木偶戯 杖頭 貴州省石阡県 2006.5 

郃陽提線木偶戯 提線 陝西省 2006.5 

泰順薬発木偶戯 薬発 浙江省泰順県 2006.5 

湖南杖頭木偶戯 杖頭 湖南省（木偶皮影芸術劇院） 2008.6 

五華提線木偶戯 提線 広東省梅州市 2008.6 

文昌公仔戯5 杖頭 海南省文昌市 2008.6 

                                                           
5 海南省では木偶戯を公仔戯ともいう。 
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三江公仔戯 杖頭 海南省海口市 2008.6 

平陽木偶戯 提線 

（兼杖頭、布袋、人偶） 

浙江省平陽県 2008.6 

単档木偶戯 布袋 浙江省蒼南県 2008.6 

孝義木偶戯 杖頭 山西省孝義市 2008.6 

杖頭木偶戯 杖頭 江蘇省揚州市 2008.6 

蒼南提線木偶戯 提線 浙江省蒼南県 2011.5 

泰順提線木偶戯 提線 浙江省泰順県 2011.5 

廿八都提線木偶戯 提線 浙江省江山市 2011.5 

海派木偶戯 提線、布袋等 上海市（上海木偶劇団） 2011.5 

 

表１の地域欄を見ると、木偶戯は、浙江省や広東省、福建省、海南省など南の沿海

地域のものが多く選ばれている。 

種類は主に「杖頭」「提線」「布袋」「鉄枝」であるが、中には、これらを組合わ

せて上演するものもある。例えば、平陽木偶戯は提線が中心であるが、杖頭、布袋、

人偶（着ぐるみ、臨高の「人偶」とは違う）を合わせて上演することも多い。泉州提

線木偶戯は提線を主な上演形式にするが、様々な表現に杖頭、布袋、鉄枝も随時利用

している。また、遼西木偶戯や海派木偶戯のように、伝統的な上演を一変させたもの

もある。遼西木偶戯は 1975 年に成立した遼西錦州木偶劇団を代表として登録されて

いる。遼西は元々木偶戯が盛んだった地域であるが、解放後ほとんど伝承されず、現

在の遼西木偶戯は、従来の 4種類の木偶に加え、アニメや特撮などの技術を駆使した

もので、伝統とは無関係な内容になっている。演目にも子供向けのものが多い。また

海派木偶戯は 1960 年に成立した上海木偶皮影劇団（現在の上海木偶劇団）の木偶戯

で、これは成立当初から子供向けの上演を専らにしている。なお、臨高人偶戯の「人

偶」とは、使い手を隠さず、人形（偶）と遣い手（人）が共に観客の前に姿を見せる

もので、人形が表現できない感情は人が演じると言う。単档木偶戯は、人形遣いと語

り、伴奏のすべてを一人で行う一人遣い布袋木偶戯である。川北大木偶戯の人形は、

人間とほとんど同じ大きさで、一体 10キロ以上の重さがあるという。泰順薬発木偶

戯は、宋代の「薬発」に由来するものといわれるが、木偶戯の上演はなく、一種の打

ち上げ花火である。 

上記のように、国家級に指定されているものの中にも、必ずしも伝統的木偶戯の範

疇にそぐわないものも含まれるが、一応、表 1は、現在、中国を代表する木偶戯を示

しているといえよう。 

本稿で論じる舟山の木偶戯は、この非物質文化遺産の国家級には選ばれていないが、

浙江の省級の 10の木偶戯の中には入っている。（省級の半数は国家級と重複してい

る） 

 

表 2 浙江省木偶戯非物質文化遺産一覧（2015年現在） 
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認定名称 種類 所属市（県） 認定時間 

泰順薬発木偶戯 薬発 温州市泰順県 2007.6 

平陽木偶戯 提線等 温州市平陽県 2007.6 

単档木偶戯 布袋 温州市蒼南県、平陽県 2007.6 

泰順提線木偶戯 提線 温州市泰順県 2007.6 

定海布袋木偶戯 布袋 舟山市定海区 2009.6 

岱山布袋木偶戯 布袋 舟山市岱山県 2009.6 

上鮑布袋木偶戯6 布袋 台州市三門県 2009.6 

蒼南提線木偶戯 提線 温州市蒼南県 2012.6 

麗水提線木偶戯 提線 麗水市 2012.6 

衢江提線木偶戯 提線 衢州市衢江区 2012.6 

 

表 2 によれば、浙江省の木偶戯の種類は、「提線」と「布袋」で、「杖頭」と「鉄

枝」はない。舟山では、定海と岱山の二か所の布袋戯が選ばれている。 

 

最後に、香港と台湾の木偶戯についても簡単に述べておく。 

香港の木偶戯は 1920年代に広東から伝来し、当時は杖頭木偶戯だけだった。日中

戦争当時は、芸人が 70人余りいたという〔楊新意 2001：9頁〕。1970,80 年代最も盛

んだった時期には、「東方木偶団」（提線）「香港漢年華広東手托木偶団」（杖頭）

「香港温陵木掌中木偶劇団」（布袋）「飛鵬木偶団」（提線）「香港華山伝統木偶粤

劇団」（杖頭）などの木偶戯班が活躍していた。これらの戯班は、「大逃港」すなわ

ち大陸の政治運動から逃がれて香港に移住した広東の木偶芸人が創立したものであ

るという7〔同上：431頁〕。 

台湾の木偶戯は、1683年、台湾が清朝に編入されて後、大量の移民が流入したのに

伴い、福建省および広東省潮州から伝わった。「提線」と「布袋」がある。「提線」

は傀儡戯と呼ばれ、主に南部の台南と高雄一帯に分布する。「布袋」は、台北、台南、

鹿港とその周囲、すなわち台湾北部と中南部に主に分布する。大陸から伝来した当初

は、扁担戯と呼ばれる一人で舞台も道具も担いで移動するものもあったが、18 世紀こ

ろには、舞台が大きくなり、野外で上演して、農村の娯楽の中心となった。1950,60

年代に、台湾にはまだ300余りの布袋木偶戯班があったという。伴奏の音楽としては、

伝来当初は才子佳人の文戯を得意とする泉州南管系が中心であったが、やがて武戯を

得意としてにぎやかな打楽器演奏が特徴の漳州北管系が中心となった。野外上演には、

乱弾のにぎやかな伴奏は、上演を知らせる働きもした。潮州の音楽は静かで葬送の音

                                                           
6 2014年 9月 4-5日に筆者は現地調査を行い、現在の伝承状況について調べたが、上鮑布袋木偶戯は 2008

年に政府の支持で復興したものの、民間では実際にほとんど上演を行っていなかった。 

7 「大逃港」とは、共和国成立後三十年間、中国大陸に住む多くの人が厳しい政治運動に堪えられず、

次々と「自由世界」と呼ばれる香港に逃げたことを言う。特に 1950年から 1970年の間は 125万人が広

東省の南にある深圳河から逃げ、それ以降も毎年数万人が逃げたという。 
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楽のようだと好まれず、早くに廃れた。演目は、師伝か小説本による。今なおこのよ

うな伝統的上演を続けるのは『戯夢人生』で知られる李天禄が率いた台北の亦宛然掌

中劇団や小西園布袋戯団などわずかしかない。一方、武侠戯を得意とした「五州園」

の黄海岱の息子黄俊雄、俊卿らは、人形の大型化から始め、特設のスタジオに巨大な

舞台装置、電子音楽や派手な衣装の霹靂戯と呼ばれるテレビ放映やビデオ鑑賞用の木

偶戯を制作して大いに人気を博している。 

 

第２節 先行研究と参考文献について 

 

次に、これまでの木偶戯研究について簡単にまとめ、最後に、本稿を執筆するうえ

で参考にした主な著作や資料について述べる。 

孫楷第の『傀儡戯考原』（1952）は、中国の木偶戯研究の最初で唯一の著作といえ

るものである。『傀儡戯考原』では、漢代から宋代までの中国木偶戯の歴史について、

経書、史書から小説類まで中国古典籍を広く渉猟し、分析して、その起源、種類、発

展過程を明らかにした。 

80 年以前に出版された著作としては、このほかに中国の木偶戯の芸術的特色につい

てのべた虞哲光の『木偶戯芸術』（1957）がある。解放後、ソ連との文化交流が盛ん

になり、1952 年「ソ連人形劇の父」と称されるオブラスツォーフ（Sergei 

Vladimirovich Obraztsov、1901年生）の訪中をきっかけに、中国でも人形劇が見直

された。当時、上海木偶劇団団長であった虞哲光は、おそらくソ連で出版されたばか

りの A.フェドートフの『Technique of Dolls ‘Theater』(1953)を参考にして、中国

の人形劇について、舞台や人形の作り方、遣い方などの上演法を図解入りで紹介した。

なおこの原本も、その後『木偶戯技術』（金乃学訳 1961）として出版されている。 

1960,70年代文革の空白期の後、1980年代以降、再び木偶戯の研究も行われるよう

になり、李昌敏の『湖南木偶戯』（1984）と『中国民間傀儡芸術』（1989）が出版さ

れた。『湖南木偶戯』は 91頁の薄い本だが、湖南省に伝承される木偶戯の歴史や種

類、分布状況、演目、芸術などを網羅している。『中国民間傀儡芸術』は木偶戯の芸

術的特性について主に述べたものであり、当時急速に普及し始めたテレビや映画など

に対して、古い歴史を持つ木偶戯の魅力を述べる。 

1991 年に出た丁言昭の『中国木偶史』は初めて民国以降の歴史や各地の木偶戯に注

目した。特に近現代の木偶戯について、新聞・雑誌など様々な文献資料を調べ、また

実地調査も行っている。付録の「中国木偶大事記」（中国木偶戯年譜）には、1913

年から 1990 年まで全国の木偶戯コンクールや学術討論会、重要な芸術活動、交流活

動などを整理する。しかし、上海、福建省、広東省、陝西省などの国営の木偶劇団に

ついての記述が中心で、民間での個人による上演活動にはほとんど触れていない。 

その後、沈継生の『晋江南派掌中木偶譚概』（1998）を始め、各地の木偶戯研究の

書物が出版されるようになった。例えば、泰順県政協文史資料委員会の『泰順木偶戯』

（2000）、葉明生の『福建傀儡戯史論』（上、下；2004）、徐兆格の『平陽木偶戯』
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（2005）、黄少龍・王景賢の『泉州提線木偶戯』（2007）、張軍の『石阡木偶戯』（2011）、

楊思好の『蒼南単档布袋戯』（2014）などがある。 

『泰順木偶戯』と『平陽木偶戯』は浙江省の木偶戯に関わる重要な研究著作で、そ

の地域に伝承されている木偶戯の歴史や、種類、戯班、上演習慣などについて述べ、

解放後の歴史については、芸人の経歴や回想によって記す。『蒼南単档布袋戯』は蒼

南単档木偶戯（一人遣い布袋木偶戯）の歴史、発展過程、伝承、遣い方、音楽、舞台、

人形の機構、制作などについて詳細に述べる。また上演習慣と信仰にも言及する。こ

の三冊のうち、特に蒼南の単档布袋戯は、舟山木偶戯と同じく布袋木偶戯であり、参

考になるところが多い。『福建傀儡戯史論』は、宗教との関わりについて詳細に述べ

ている。特に「傀儡戯と民俗儀礼」では人々の人生儀礼や年中行事、信仰などにおい

て、木偶戯がどのような役割を果たしているかについて述べている。 

近年、非物質文化遺産への注目が高まり、伝統芸能である木偶戯は大学の科目とし

て取り上げられるようにもなった。『中国木偶戯史稿』（2015）は中国で大学の教科

書として新たに出版されたもので、中国大陸の木偶戯の起源から現在までの歴史を概

説するほかに、非物質文化遺産に認定された各地の木偶戯を列挙し、また付録に 470

の研究文献を掲載しており、現在の木偶戯研究の状況が概観できる。台湾の木偶戯に

ついては台湾中華文化大学教授の王士儀が 1973年からのフィールドワークに基づい

た研究を紹介している。 

現在、前述のように各地の木偶戯が中国非物質文化遺産に認定されているが、それ

らについての本格的な研究は、まだほとんどない。 

日本の研究者の研究には、特に福建省や浙江省などの木偶戯については、現地調査

に基づく成果が見られる。例えば、馬場英子編『浙江省舟山の人形芝居―侯家一座と

「李三娘（白兎記）」』（2011）、山本宏子の『中国泉州「目連」木偶戯の研究』（2006）

など。 

『浙江省舟山の人形芝居―侯家一座と「李三娘（白兎記）」』は、舟山布袋木偶戯

を研究した最初の専門書である。本書は、現在舟山で最も活躍している侯家班が上演

する「李三娘（白兎記）」の上演について、方言を残すようにして、上演の文字記録

を作成し、更に舟山木偶戯の歴史や特徴、上演習慣についても検討している。『中国

泉州「目連」木偶戯の研究』は木偶戯の伴奏楽器を詳しく研究しており、舟山木偶戯

の伴奏を考えるうえで参考になる。 

また、日本常民文化研究所 2009 年度から 2013 年度の共同研究「アジア祭祀芸能

の比較研究」の成果として発表された鈴木正崇の「中国福建省の祭祀芸能の古層―『戯

神』を中心として」（2014）は現地調査に基づき、福建省の祭祀芸能、特に木偶戯の

「戯神」に関わる伝承や特徴、儀礼などを検討し、「戯神」の宗教的機能を検討して

いる。 

本論文の作成に際し、解放前の舟山木偶戯の状況については、当時の芸人に聞き取

り調査をするほかに、舟山関係の史料や民俗関係の著作も、参考にした。例えば、『定

海県志』（陳訓正・馬瀛編 1924）、『舟山民俗大観』（張堅 1999）、『岱山史話』

（張堅 2008）、舟山市文化広電新聞出版局『昌国遺風―舟山市非物質文化遺産大観』
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（一～六、2010舟山市文化広電新聞出版局）、『舟山史話』（張堅 2014）、『漁民

謝洋節』（張堅・邱宏方 2014）などである。特に『定海県志』は舟山木偶戯について

記す最初の史料で、また舟山の民俗についても多く記録されており、貴重な参考資料

である。 

解放後三十年間の状況は、舟山群衆芸術館（舟山市文化局所属）所蔵の档案資料の

記載を主に参考した。この档案資料は舟山群衆芸術館の職員、木偶芸人でもあった朱

愛蘭が自ら整理したものである。資料には、政府所属であった東昇木偶劇団（1959-72）

と新放木偶劇団（1979-84）の結成過程や結成後の上演状況、劇団の運営状況などに

ついて、政府側の文書や会議の記録、役人の原稿、メモなどが多く集められており、

当時の芸人登録証（身分証明書）などの現物も保存されている。档案資料は毎年 1冊

1956年から 84年までの記録だが、木偶戯の上演が禁止された文革時期（1966-76）と

その前後 1964-78 年のものはない。しかし、この間でも 1972 年の資料は集められて

おり、その時、政治運動が緩くなったため、舟山木偶戯を復旧しようという議論があ

ったことを記録している。 

最近十数年間の状況は、馬場英子（2011）以外の研究がないので、主に聞き取り調

査や芸人のノート記録、上演のビデオ録画などによる。 

 

第３節 研究経過と調査の概要 

 

舟山布袋木偶戯についての研究は、上述した橋谷英子教授の著書が最初で、これま

で中国では、特に注目されることもなく、研究もなかった。当時、上演録画を方言音

で記録する作業や、舟山人形座の調査を手伝ったのが、筆者が本研究を始めるきっか

けとなった。2005年、中国の浙江海洋学院で舟山群島布袋木偶戯を卒業論文のテーマ

に選んで以来、その歴史と人々の生活とのかかわりを中心に研究してきた。2010 年来

日、2011 年新潟大学大学院現代社会文化研究科入学後、修士課程では、主に日本の佐

渡の文弥人形の伝承の現状について、その当時活動していた人形座を調査して、修士

論文「佐渡の人形芝居の伝承の現在―今後の存続の可能性を探る―」にまとめた。博

士課程進学後は、修士課程での佐渡の調査の経験を踏まえ、舟山での木偶戯の現状に

ついて、改めて現地調査を行った。 

現地調査は 2011年 8月 24日から 9月 21 日、2012 年 3月 7日から 3月 25 日、2013

年 8月 28日から 9月 20日、2014年 8月 25日から 9月 15日に、まとめて四回行った。

そこで、願解きや廟会（神の誕生日）、子供の誕生祝いなど様々な機会での上演を録

画し、芸人及び関係者への聞き取り調査も行った。協力を得た芸人は以下の通り。 

周紀根（1923-）、侯恵義（1927-2014）、顧友冨（1927-）、鄭明祥（1929-2014）、

王志裕（1935-）、王嗣慶（1938-）、張偉康（1940-）、馮小忠（1945-）、王如玉（1945-）、

黄其明（1946-）、朱愛蘭（1947-）、鄭竜江（1947-）、侯国平（1948-）、黄忠昌（1950-）、

顧国芳（1950-2012）、侯雅飛（1952-）、王嘉定（1952-）、朱国成（1952-）、舒彩



 

9 

 

 

飛（1955-）、潘偉慶（1957-）、葉平児（1960-）、徐美清（1961-）、陳玲雪（1962-2013）、

王祥慶（1962-）、施芳群（1974-）、侯夏玲（1986-）。 

 また、より多くの事情を知るため、そのほかに、昔の芸人の家族や調査の場に居合

わせた関係者、島を訪ねた時に会った老人など、様々な人に聞き取り調査をした。 

本論文の構成は序章のほかに、５章からなる、 

序章では、まず中国木偶戯の歴史とその種類を概説し、非物質文化遺産に登録され

た中国各地域の木偶戯を並べて、今なお伝承されている主な地域、及びそれぞれの種

類を眺める。次に、中国木偶戯に関する先行研究について概観する。本論文は、浙江

省における布袋木偶戯の重要な伝承地域の一つである舟山布袋木偶戯を研究対象と

する。この研究を始めたきっかけや研究経過、資料の捜査や調査などにかかわる事項

について述べる。 

第１章では、調査地の舟山群島について、まずその地理的環境、人口、歴史、生業

などの概況を述べる。次に、木偶戯の上演場所として大きな役割を果たしている舟山

の寺廟や、島での実際の祭祀方法について述べる。 

第２章では、舟山木偶戯の歴史と木偶戯の特徴を述べる。まず、布袋木偶戯の前に

主に行われていた「下弄上」という棒遣い人形芝居について検討した後、これと替わ

って盛んになった布袋木偶戯について、検討する。具体的には、①戯班の構成と「前

台」「後台」の役割、②舞台の運搬と組み立て、③上演料とその分配、④人形（頭）

とその役柄、⑤演目という五つに分けて検討する。 

第３章では、解放前の舟山布袋木偶戯の状況について、当時、上演が最も盛んであ

った定海と普陀の代表的芸人へ聞き取り調査を行った。第１節の「侯恵義の話」では

定海紫微という農業地域出身の木偶芸人侯恵義を対象にし、その上演経験や師匠から

聞いた話などの思い出を記録・整理した。解放前の舟山、特に定海地区の布袋木偶戯

の状況を、侯恵義が語った舟山布袋木偶戯の伝来と系譜、巡演時の話から明らかにし

た。第２節の「鄭明祥の話」では漁業と商業が盛んだった普陀における布袋木偶戯の

上演実態を、普陀沈家門出身の木偶芸人鄭明祥の話から明らかにする。 

第４章では、解放後三十年間の歴史と重要な出来事を述べ、政治動向が木偶戯にど

のような影響を与えたのかについて明らかにする。民間で行われていた木偶戯を含む

中国伝統芸能が、政府の管理の元、集団化され、上演が規制される中でどのように変

化したのか、舟山の状況に基づき検討した。一切の上演活動が禁止された文革中の状

況については、木偶戯を職業としていた芸人の遭遇を聞き取り調査により「木偶戯の

ない時代」として記録した。 

第５章では、舟山布袋木偶戯のあり方とそれぞれの上演について述べる。具体的に

は、①願解き―（還）願戯、②神の誕生日―廟（会）戯、③婚礼―猪羊戯・開面戯、

④子供の誕生祝い―満月戯、⑤先祖の誕生日―祖堂戯、⑥老人の誕生日―寿戯、⑦棟

上げ式―上梁戯、⑧その他という 8種類に分けて論じる。それぞれの上演は実際にど

のように行われているのかについて考察し、時代による変化も明らかにする。 

終章では、今後の課題について述べる。 

 



 

10 

 

 

 

第１章 調査地の概要 

 

第１節 地域概要 

 中国浙江省舟山群島は

東シナ海・長江の河口に

位置し、大陸側の上海、

杭州、寧波などの大都市

に向き合う（図１、図２

参照）。 

舟山は大小 13908の島

嶼からなる群島で、陸地

総面積は 1440平方キロ

メートルである〔『舟山

統計年鑑 2013』：4頁〕。

舟山群島は古来、海上交

通の要衝をなし、唐代に

日本の遣唐使が来た記

録があり、宋・元にも日

本や朝鮮などとの交流

が頻繁に行われていた。

明の洪武 19年（1386）

と清の順治 13年（1656）

に実施された二回の海

禁9政策では、住民をほと

んど大陸に移住させた

ので、舟山の島々はすべ

て荒廃した。海禁政策は

康煕 23 年（1684）に撤廃

され、その後、住民も再び

増加した。『定海県志』（1994：128 頁）によれば、人口が最も多い定海区の 352氏

姓の中で、もともとの住民で海禁後に戻って来た住民は 59氏姓で、1987年当時、そ

の人口は総人口（約 96万人）の 32.92％である。それ以外 65％以上の人は海禁後に

                                                           
8面積 500 平方メートル以上の島の数、これ以下の島は数えていない。 

9中国明清時代に行われた領民の海上利用を規制する政策のこと。海賊禁圧や密貿易防止を目的とし、海

外貿易等の外洋航海のほか、時には沿岸漁業や沿岸貿易（国内海運）も規制された。 

図 2 舟山群島の位置 

図 3 舟山群島概略図（別紙 1） 
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大陸側の寧波や鎮海、奉化、慈渓、余姚、臨安、嘉興など、また福建省、江蘇省、広

東省、陝西省、山西省などからの移住者で、現在は区別なく「舟山人」と呼ばれてい

る。 

舟山群島は曽て寧波に所属した。舟山では 1950年 5月、中国共産党政権が成立し、

寧波専区（現在の寧波市）に属していた舟山群島に、定海県が設置された。県の人民

政府は城関に置かれた。1953 年 2月寧波から離れて、同等の行政区になった。その後、

舟山群島の行政区画は中国行政区画政策の変化によって何度も変わったが、その変化

を図で表示すると、次のようになる。 

 

現在の行政区画から言えば、舟山群島はは地級市10で、大きく 2区11（定海・普陀）

2県（岱山・嵊泗）に分けられる。総人口は 97.31 万人で、そのうち、定海区は最も

多く、40％以上占めている〔上掲『舟山統計年鑑 2013』：15頁〕。定海区と普陀区

は一番大きい島である舟山島（502 平方キロメートル、舟山本島とも呼ぶ）を縦断し

て界を接する。政府の所在地である定海区はその西側に位置し、山地が多く昔から農

業をする人が多い。東側に位置する普陀区は、漁業や商業が盛んである。特に中心地

                                                           
10中国の行政区画は、基本的には省級、地級（市）、県級、郷級という 4層の行政区のピラミッド構造

から成る。郷級の下には村や社区が設けられている。 

11市轄区。区は都市の中心部分で、県に比べると、人口密度が高く流動人口が集中しており、都市人口

率は高く、文化・経済・貿易が発達している。 

図 4 舟山群島行政区画変化図（1950年—現在） 
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となる沈家門は、中国最大の天然漁港として広く知られている。岱山県と嵊泗県はい

ずれも漁業が盛んな地域で、漁民と塩民が多い。 

舟山群島は 2009年末に大陸と結ぶ舟山連島大橋12の完成により、130 キロ離れた上

海からは、バスで 3時間ほどで到着できるようになった。2011年6月に上海浦東新区、

天津濱海新区と重慶両江新区に続き、中国で最初の海洋経済をメインテーマとする四

番目の国家級新区となった。新区の範囲は舟山市の行政区域と一致する。 

 

第２節 舟山の寺廟・祠堂と島民の信仰 

 

１ 舟山の寺廟・祠堂 

 

舟山では民国時期に約 683 の寺廟があった13。一般には、寺は仏教系、廟は非仏教

系といわれるが、実際は、寺に非仏教系の神も祀るし、廟に仏教系の神も祀る。例え

ば、観音信仰で名高い普陀山の普済寺には、観音と関羽が一か所に祭られており、観

音を祭る法雨寺には媽祖廟も造られている。 

舟山の寺廟には全国的に祭られる観音、釈迦、関羽、龍王、財神、城隍神、土地神、

地蔵、東嶽大帝、三官（天官・地官・水官）など仏教・道教における様々な神と儒教

の聖人のほかに、伝説の人物やその地域の貢献者なども祭られている。例えば岱山「陳

棱祠」の陳棱14、普陀山「藍公祠」の藍理15、東極島「財伯公廟」の陳財伯16などがあ

る。舟山の人々は、寺廟に祭られている神をいずれも「菩薩」と呼び、参拝はいずれ

も「拝菩薩」という。廟に祭られている神に対しては、「老爺」とも呼ぶ。舟山の人々

は常に自分が特定の一つの廟の「廟脚下弟子」（廟の弟子）であると自称し、その廟

の主神の誕生日や正月の祈願、願解きなどに参拝する。多くの地域では男児が生れた

ときに、所属の廟の主神を義理の父にする習慣もある。これは神に子供を父親のよう

に見守ってほしいという願いを込めた風習である。 

                                                           
122009年 11月開通。舟山本島（舟山島）から 5つの島とトンネルを経由して、寧波鎮海まで全長 50キ

ロの道のりになる。上海へはこれまでの 5時間以上から 3時間に短縮された。杭州へは 2時間、寧波へ

は 1時間で結ばれる。 

13 『普陀県志』（1991：998頁）には、清末から民国初期に普陀で約 240、『定海県志』（1994：791頁）

には、清末から民国初期に定海で 348、『岱山県志』（1994：91頁）には、民国時期に岱山で 35、『嵊

泗県志』（1989：586頁）には、解放初期に嵊泗で 60の寺廟があったという。683というのは以上の各

県志を合算した。 

14隋代の将軍の陳棱（？-619）は琉球への出兵で舟山岱山島を通った時に、岱山島の海辺で白馬を神に

献じたという伝説がある。 

15清代の武官の藍理（1648-1719）は、曽て舟山定海の鎮守総兵官を務めたことがあり、仏教への信仰心

が篤く、普陀山や定海祖印寺の修復などに貢献した。 

16福建出身の漁民の陳財伯は数百年前に舟山普陀区廟子湖島付近で遭難した後、島に残り、かがり火を

燃やして船が安全に航行できるように誘導したという。 
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舟山の寺廟は文革中に多数壊されたが、80 年代以降は宗教信仰の規制が少し緩和さ

れたので、それらの寺廟の大半は民衆の力で復興された。しかし、その中で政府の宗

教機関に登録して正式の宗教施設として認められているのは 140だけで、それ以外は

登録しないまま運営されてきた。2014 年 4月頃からそれらの未登録の寺廟は、舟山市

政府の「三改一拆」運動17に巻き込まれ、違法建築の「小宮小廟」18として解体された

り、政府に接収されて、別用途の、例えば嶴山島では、石油コンビナートの一部に取

り込まれたりした。中には取り壊しに市民が反対したため、老人娯楽センターや老人

協会などとして残ったものもあるが、宗教活動は禁止された。 

祖先祭祀は、各家の「堂前」19で行う場合もあるが、数家族、あるいは一族全体で

行うなど規模の大きい時には、一族の祠堂で行う場合も多い。舟山には祠堂もたくさ

んある。 

 

２ 寺廟や祠堂などでの祭祀活動 

 

上述した寺廟や祠堂は宗教活動を行う場所として、人々の暮らしの中で大きな役割

を果たしている。そこに祭られる神仏や祖先に対して、人々は参拝するだけではなく、

その誕生日や季節の折り目、年中行事、人生儀礼などの時に、盛大に祭祀活動を行う

のが普通である。祭祀活動は、神仏の場合と先祖とではっきりと分かれており、神仏

を祭る「祭神」の儀礼は「請菩薩」「謝老爺」、先祖を祭る「祭祖」の儀礼は「做羹

飯」「請祖宗大人」と呼ぶ。以下、それぞれ祭りの習慣や供え物、儀礼の進行などに

ついて述べる。 

（１）「祭神」 

①準備 

 儀礼開始前には、儀礼用具と供え物を用意する。具体的には、 

A. 祭祀専用の「八仙卓」（四角形のテーブル）。 

B. 香炉、線香、蝋燭、燭台、椅子(神の席）。 

C. 肉・魚・卵、野菜、果物、菓子など。 

D. 酒、茶、塩、乾麺、タバコ、油など。 

E. 「元宝」の形にした紙銭の「金箔」、爆竹、神に贈る「経」。 

である。 

                                                           
17浙江省政府の主導で各市がそれに答えて実施している三年計画（2013 年から 2015 年）。「三改一拆」

の「三改」は、古い住宅区、古い工場区、町の未開発区という三つを改造することで、「一拆」は違法

建築を解体することである。 

18 「小宮小廟」の認定基準は、その建物が①耕地を占用した、②交通安全や重要な建設工事を妨げた、

③町の整備計画を大いに妨げた、④主な表通りに面している、⑤宗教信仰を利用して利益を得る違法行

為の疑いがある〔胡暁 2014〕。 

19一般の家屋では、中央に位置する南向きの部屋で、祖先の位牌を安置し、祭祀を行う場所、すなわち

祖堂のこと。 
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ここで、幾つかの点に注意しなければならない。第一、供え物を置く「八仙卓」は、

その表面は横板を並べてできているが、「祭神」の時は、板が必ず横向きになるよう

に置く。その理由は不明であるが、民間では「横供菩薩,竪供祖宗」（横にするのは

「菩薩」、竪にするのは先祖に供える）という諺があり、これは必ず守られているや

り方である。第二、人はドアの方に向かって、天から降りてきた神仏に拝礼するので、

香炉と蝋燭は部屋の奥側に置く。第三、神を迎えるために、ドアを開けておく。第四、

「金箔」と呼ばれる、真ん中に金箔を付けた四角形の紙銭を「元宝」の形に折る。そ

の数が多く、手間がかかるため、あらかじめ家族で準備しておく。「経」とは、その

経文を 1回分読んだ証の紙で、神への奉納に用いる。第五、「祭神」の時には箸は置

かず、「八仙卓」の周りには椅子も置かない。 

 

 

 

 

 

 「祭神」はその祭祀目的やレベルによって供え物と並べ方が少し変わる。民間では

主に以下の四種類ある。 

写真 2 「経」 

 

写真 1 紙銭の「金箔」 
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図 5 祭神の供え物と並べ方 

  

図 5の「a.」「b.」は願解きの時に最もよく使われる。「c.」は一般に正月の祭祀

儀礼に使われ、「謝年」「請太平菩薩」と呼ぶ。願解きを盛大にする場合もこのやり

方である。「d.」は花婿側が結婚前夜に行う儀礼で、二つの「八仙卓」を並べ、丸ご



 

16 

 

 

との豚と羊（「全副猪羊」と呼ぶ）を供え物として必ず用意する。これを「享先」と

呼ぶ。今、花嫁が娘家（実家）を出る前に行う儀礼にも「享先」を行う場合がある。 

②進行 

 儀礼の進行は以下の通り。 

A. 蝋燭と線香をつけ、茶を注ぐ。 

B. 三つの爆竹を鳴らして神を迎える。 

C. 祭祀の時間は線香三本分の長さを基準にし、途中で酒を三回注いて、その合間に

拝礼する。 

D. 四つの爆竹を鳴らして神を送る。それと同時に、紙銭、「経」、残りの線香を燃

やす。 

E. 供え物をそれぞれ少し取って屋根に投げる。屋上将軍を招待する、という。 

F. 供え物を片付けて、菓子や乾麺、タバコなどを儀礼参加者に配る。正月と結婚の

儀礼の場合は、近所の家々にも配る。 

 

（２）「祭祖」 

①準備 

 儀礼開始前には、儀礼用具と供え物を用意する。具体的には、 

A. 祭祀専用の「八仙卓」。 

B. 香炉、線香、蝋燭、燭台、椅子、箸。 

C. 各種料理。 

D. 米飯、酒、醤油、酢、饅頭20、タバコ、飲み物など。 

E. 「元宝」の形に折った紙銭の「錫箔」、先祖に贈る「経」。 

という 5種類がある。 

                                                           
20この饅頭は中国北方の主食である饅頭ではなく、祭祀専用の直径約 18 センチのものである。餡は砂糖

に「紅緑絲」と「糖桂」を加えて作ったものである。「紅緑絲」はオレンジと大根の皮を塩漬けにし、

着色（赤と緑）後、乾燥させたてせん切りにしたもので、「糖桂」は金木犀の花を砂糖に二週間以上つ

けたものである。饅頭にはそれぞれの祭祀儀礼に合わせて、「福」「囍」「寿」などを印字する。舟山

では、この饅頭は、もっぱら年中行事や儀礼用で、店に注文して用意する。たとえば端午節の里帰りに、

結婚した娘は百個の饅頭を持参する。 
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写真 3 祭祀用の饅頭 

 

写真 4 紙銭の「錫箔」 

 

「祭神」に比べると、「祭祖」は以下の点が違う。第一、「八仙卓」表面の横板を縦

向きに置く。第二、箸と椅子は必ず置く。第三、爆竹は使わない。第四、酒は温める

必要があり、料理は調理したもので、米飯や飲み物も必要である。第五、紙銭は錫箔

が付いた四角形の紙で、「元宝」の折り方は「金箔」と同様である。(写真 4のもの

は、筒形にした、一番簡単な折り方の場合である。写真１の様に折る場合もある)香

炉と蝋燭は入口側に置き、人は部屋の中に向かって拝礼する。椅子や、箸を用意し、

調理した料理を準備することからも、人々は先祖を神とは区別していることがわかる。 

「祭祖」の供え方には二種類ある。 
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図 6 祭祖の供え物と並べ方 

  

図 6の「a.」は「四季羹飯」、即ち清明・中元（七月半）・冬至・二十九夜（年夜、

すなわち年越しの儀礼をおこなう夜）の四つの節日に行う「祭祖」のやり方である。

「四季羹飯」は年中行事として行われている。「b.」は婚礼の「享先」の後に行う「祭

祖」で、普通の二倍の供え物を用意し、これは「全堂羹飯」と呼ばれる。 

②進行： 

儀礼の進行は以下の通り。 

A. 蝋燭と線香をつけ、温めた酒を注ぐ（注ぐのは一回のみ）。 

B. 祭祀の時間は線香三回分の長さを基準にし、その合間に拝礼する。 

C. その後、紙銭、「経」、残りの線香を燃やす。 

D. 供え物を片付けて、饅頭を近所の家々に配る。 

 

以上の「祭神」と「祭祖」は、両方行う場合もあるし、その一つだけ行う場合もあ

る。両方行うときの順番は、「祭神」が先である。例えば、願解きと神の誕生日の時

には、「祭神」の儀礼しか行わない。「四季羹飯」は一般に「祭祖」の儀礼しか行わ
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ない。先祖の誕生日・命日などでは、「祭神」を行うかどうかは自由に選択できる。

定海と普陀において、それぞれの儀礼と共に木偶戯の上演を行うこともある。 

 

第３節 廟会と廟会戯 

 

それぞれの寺廟には「菩薩生日」（神の誕生日）と通称される記念日があり、その

日を決めるのは、伝説による寺廟の主神の誕生日及び神像完成記念日である。そして、

寺廟の完成日を神の誕生日にする場合もある。「菩薩生日」になると、寺廟では盛大

な宗教活動が行われる。 

現在は信者が廟を訪ね、焼香するのが主な活動であるが、解放前には、廟会の時に

は、神の像を神輿に載せてその地域を回る「迎神賽会」がたくさん行われていた。民

国『定海県志』（方俗志第十六：40頁）では、次のように述べている。 

「賽會：城郷皆有賽會之舉。迎東嶽神者曰“東嶽會”，俗謂之“三月半間”，數歳

行之。先於初十日預賽，謂之“迎袍”，至十三、十四、十五三日，則為正賽，雨則延

至十六日或十七日始行竣事。會以郷而區別，曰“老紅會”，紫微、鹽倉、岑椗、大沙、

小沙、馬隩（嶴）、幹

東、洞隩（嶴）諸莊主之；曰“大展紅會”，大展、北墠（蟬）諸莊主之；曰“新紅會”，

在城莊主之。而各會之下又各以區城或以行業而分，為社。」 

（訳） 

「賽会：城内と郷にはみな賽会の行事がある。東嶽神を迎えるのは『東嶽会』とい

い、『三月半間』と俗称され、数年ごとに行う。まず十日に予賽が行われ、これを『迎

袍』という。十三、十四、十五の三日間は正賽で、雨の場合は順延して十六日、或は

十七日から始めて(三日間で)終える。賽会の参加は郷単位による。『老紅会』という

のは、

は、大展、北蝉などの荘が主催、『新紅会』というのは城関が主催する。そして、各

会はまた地域や職業などに分かれて、社をつくる」 

この記載から、民国時期に舟山では、廟会に際し、様々な賽会が行われていたこと

がわかる。 

民国『定海県志』（方俗志第十六：40-41 頁）では、また定海城区の東嶽宮の迎神

賽会について次のように述べている。 

「賽會之時，舁東嶽及王靈官木像出外遊行，導以儀仗、彩亭、抬閣、龍燈、高蹻（蹺），

争奇鬥勝，迷信者或沿途僕僕禮拜，或飾為囚犯，著紅衣者曰“紅犯”，著青衣者曰“青

犯”，或裸露上體，陷鉤於肩下懸香爐，曰“肉身燈”。以媚神邀福，奇形怪狀，不可

僂指。通宵達旦，燈燭輝煌，觀者途塞。」 

（訳） 
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「（迎神）賽会の時には、東嶽（大帝）21と王霊官の木像を担いで外に出して巡遊

の行事を行う、儀仗22や彩亭23、抬閣24、龍燈25、高蹺26を先導にして、奇を競う。信者

は沿道で、叩頭拝礼する者、あるいは赤色の服を着る『赤犯』と青色の服を着る『青

犯』など罪人の格好をする者もいる。上半身裸で、肩に鉤を挿し香炉をかける者もい

る、これは『肉身燈』と呼ぶ。神の機嫌を取って福を招くために、奇妙な格好をする

のであり、数えきれないほどである。（寺廟は）夜通し、煌煌と光り輝き、見物で道

はいっぱいになる。」 

 

 

写真 5 廟会の行列 

（舟山市博物館展示 2014年撮影） 

 

 廟会は、廟の最大の祭りで、解放前には村民の選挙で選ばれた「柱首」が、廟会の

ために様々な準備をした。費用は村民各自が任意の額を出すが、特に願い事のある人

や、金持ちの地主などは多めに出すのが決まりだった。その費用の中で、最も大きな

額を占めたのが、神に奉納する芝居の上演料である。廟会では、神に奉納する廟会戯

が必ず行われた。その上演料について、『定海県志』の記載によれば、「費少者四五

金，多至二十餘金（少ないときに「四五金」、多いときに「二十金」）」という〔方

俗志第十六：41頁〕。「金」は、銀元を指すと思われる。しかし、舟山では地元の戯

班がないので、廟会戯には寧波など余所から「昆班」「徽班」「紹興班」「台州班」

などを呼ぶのが多かった。 

 廟会戯の上演について、民国『定海県志』（方俗志第十六〈演劇〉41頁）では、次

のように述べている。 

「民間所立各廟会則在各廟中演之,謂之‘廟戯’。城区多在仲夏間，有在秋間演之

者。一廟之戯、如都神殿等、往往多至十余日；各郷境報賽之戯、則自夏徂冬、依地之

遠近、次第演之。」 

（訳） 

                                                           
21東嶽大帝：泰山の神とも言われており、伝説の中では世のすべての生物（植物、動物、人間）の出生

を管理する保護神である。 

22 旗や傘などを所持した行列。 

23 芝居の一場面などを再現した移動式屋台。 

24芝居の一場面の人物に扮した 2-3人の子供を木製の台にのせ、担いで練り歩く。 

25 竜の形をした布や紙製の灯籠。正月や祭日に大勢が棒で差し上げて踊りまわる。 

26高足踊り。民間芸能の一種。竹馬のような長い木の棒を足にくくりつけ、伝説や芝居の中の人物に扮

して踊り歩く。 
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「民間で結成された廟会は演劇を各廟で行い、それを廟戯という。町の中心部では、

仲夏の時に行うのが多く、秋に行うものある。廟の演劇として、例えば都神殿などの

場合は常に十数日上演される。各郷にある地方廟の演劇は、（そんなに長く上演しな

いが、多数の廟があるため、）夏から冬へ、場所の遠近によって（戯班）順番に上演

していく。」 
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第２章 舟山木偶戯について 

 

序章で述べたように、現在、舟山の木偶戯は二か所、定海区と普陀区の布袋木偶戯

が、省の非物質文化遺産に選ばれており、舟山では今なお木偶戯が上演されているこ

とがわかるが、それらはいずれも布袋木偶戯である。しかし、最初に舟山木偶戯につ

いて記す『定海県志』によれば、「下弄上」と呼ばれる杖頭木偶戯もあったことがわ

かる。 

民国 13年（1924）『定海県志』（方俗志第十六・演劇）には次のように述べる。 

「傀儡戲有二種，俗皆稱之曰“小戲文”。一種傀儡較巨者，謂之“下弄上”，皆邑

中墮民為之。圍幕作場，大敲鑼鼓，由人在下挑撥機關，則傀儡自舞動矣。其唱白亦皆

在下之人為之。一種小者，其舞臺如一方匣，以一人立於矮足几上演之，謂之“獨脚戲”，

亦曰“凳頭戲”，為之者皆外來遊民。傀儡戲大者多民間許願酬神演之；小者則多在街

市演之，演畢向觀衆索錢。亦有以此許願酬神者。」 

（訳） 

「傀儡戯は二種あり、いずれも民間で『小戯文』と称される。大きいほうは『下弄

上』と呼び、すべて地元の墮民が演じる。幕で場を作り、大いに銅鑼・太鼓を叩く。

人が下から操作すると、人形は自ずから舞い動く。その『唱白』（歌と語り）も下の

人形操作者がする。小さいほうは、その舞台は箱のようになっていて、一人が、足の

短い台に乗って演じるので、『獨脚戲』または『凳頭戲』と呼んだ。演じる人はいず

れも外来の遊民である。傀儡戯の大きいものは民間の許願酬神（願掛けと神への感謝）

のために多く演じるが。小さいほうは主に街頭で上演し、終演後観衆に銭を求めるが、

この上演を許願酬神のためとすることもある。」 

 

短い記事であるが、重要な指摘がな

されている。 

第一に傀儡戯は「小戯文」と呼ばれ

た、という。これは、人が演じる芝居

「大戯文」に対応する呼び方である。

人の芝居との関係が意識されていたこ

とがわかる。 

次に、傀儡戯には大小二種類ある、

という。大きいものを「下弄上」、小

さいものを「獨脚戲」「凳頭戲」とい

う。「獨脚戲」「凳頭戲」というのは指

遣い人形、布袋戯で、人形遣いが小さな

舞台の幕の中に立って、一人で人形を遣い語るものである。この記事によれば、この

図 7 『北京風俗図譜』図編青木正児 平凡社

1986 190頁により 
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人形遣いは、外来者であり、街頭を流して上演するが、願解きや神への感謝の為にも

上演した、とある。現在の舟山で行われる木偶戯は、伴奏が２，３名つき、舞台も大

きく立派になっているが、人形遣いは基本的一人の指遣い人形であり、この記事に言

う「小さいもの」が変化したものである。（この木偶戯についての考察が、本論文の

中心となる。） 

ここでは、まず大きいもの「下弄上」について、検討する。 

 

第１節 杖頭木偶戯の「下弄上」 

 

上記の民国『定海県志』は、「下弄上」について次のように述べる。 

「皆邑中墮民為之（すべて堕民が演じていた）」 

「圍幕作場，大敲鑼鼓，由人在下挑撥機關，則傀儡自舞動矣。（幕で場を作り、大

いに銅鑼・太鼓を叩く。人が下から人形を操作すると、人形は自由に舞い動く）」 

「其唱白亦皆在下之人為之。（歌と語りも下の人形操作者がする）」 

「多民間許願酬神演之（主に民間の願掛けと神への感謝のために上演されていた）」 

 

この記事から、人形遣いは、もっぱら被差別民であった堕民27が演じていたこと、

楽器演奏を伴い、人形は下から操った、すなわち棒遣いであったことがわかる。小さ

いほうが、よそから来た芸人が行う街頭芸であったのに対し、民間の祭祀活動は主に

「下弄上」が担っていたとあり、当時は、大きいもの「下弄上」こそが、舟山の木偶

戯の中心的存在であったことがわかる。 

しかし「下弄上」は 1950 年代に滅びたといわれ、舟山から完全に姿を消して、今

では人形も舞台などの道具類も全く残っていない。上演記録や関係資料もなく、この

『県志』の記事以外、「下弄上」について言及するものはない。 

2004 年、定海で木偶戯の調査をしていた新潟大学の橋谷らが、岱山の木偶戯につい

ての聞き取り調査を張堅（当時、舟山民間文芸家協会副会長）に依頼した。調査の実

                                                           
27堕民は主に江蘇・浙江省に分布する被差別民である。なかでも浙江省東南部に多い。その起源につい

て、主に四つの説がある。一、南宋の始め、金軍が大挙南侵した時、宋将焦光瓉は部属を率い、金に降

った。金軍引揚げ後、宋人がこの者たちを貶めて堕民とした。二、宋の滅亡後、趙氏の子孫は「人に哀

れまれ」て食を施される身の上となった。施す者が多かったので、けっきょく働く気をなくし、音曲で

人を娯しませなどしているうちに「おのずから堕民に流れ」た。それで堕民という。三、宋朝の滅後、

元朝が宋の俘虜を江蘇・浙江両者に分置したのが、堕民となった。四、明代始め、洪武（太祖朱元璋）

や永楽帝（成祖朱棣）に反抗した忠臣義士は、みな張士城や方国珍の部属だったと伝えられるが、その

数が多くて誅しきれなかったので寧波紹興一帯に移し、貶めて堕民となすよう命じた。〔木山英雄 1990：

265-266頁〕舟山堕民の由来は、はっきりしないが、翁源昌は「康煕 23年（1684）の「展復」政策（14

頁参照）当時、政府は舟山の荒れた土地を開墾するために、特に寧波に住んでいた堕民を招いたのが起

源だ」と推測している〔翁源昌 2009：59頁〕。日中戦争前の統計によれば、最も多いのが、紹興の約 3

万人で、次が定海（舟山全域を指す）の 6650人で、寧波は 1106人である〔鄭公盾 1948：94-95頁〕。

そこで、舟山は堕民の集まり住んでいるところであったことが分かる。 
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施者は当時文化局職員で舟山民間文芸家協会会員でもあった王冰である。王冰は、当

時、岱山の住民の意識には木偶戯といえば、まず「下弄上」が思い出される、という

状況を踏まえて、島で一つだけ上演を続けていた布袋木偶戯班（岱西木偶劇団）の調

査と並んで、「下弄上」の歴史、過去の上演実態についても調査した。調査の結果は

「岱山木偶戯調査実録」としてまとめられている。原文は付録〈一〉を参照。 

 

１ 王冰の「岱山木偶戯調査実録」28 

 

王冰の聞き取り調査は、2004年 9月岱山小宮門で行われた。岱山の小宮門は「下弄

上」の最も有名な地域として今でもよく知られている。芸人はその時すでに亡くなっ

ていたが、岱山小宮門（現在の宮門村）に住む年配者彼らは、半世紀前の若者として

「下弄上」の上演を見たことがあり、芸人のこともよく知っていたので、彼らを調査

対象とした。話者の名前と調査時点の年齢は以下の通り。 

湯徳良（74歳）、方義安（80歳）、金少和（81歳）、湯善根（81 歳）、張杏貞（83

歳）、劉慶珊（91 歳）、劉敬翊（80 歳）。 

調査の結果は「岱山木偶戯調査実録」（以下「実録」）としてまとめられている29。

以下、「下弄上」について「実録」によって分かった内容について紹介する。 

岱山小宮門では元々王、金、張三家が杖頭木偶戯をしていたが、1930 年ころには王

家だけになり、金、張両家は後継ぎがいなくて、上演を止め、道具等も王家に譲った

という。班主は「行頭主」と呼ばれる。王家の最初の「行頭主」は王阿宝、二代目は

息子の王阿能である。王阿能は 1930，40年代に活躍していたが、息子の王阿満は後

を継がず、杖頭木偶戯の時代が終ったという。 

（１）舞台 

「下弄上」の舞台は人の背丈ほどの高さで、竹で囲む。周囲には芸人と観客を隔て

る青い印花布を掛ける。後ろには芸人の出入り口が残してある。湯徳良によれば、昔、

宮門村の文昌宮30に造られた舞台は約 4平方メートルあったという。 

（２）芸人 

上演には遣い手と伴奏者を含め、約 10人必要で、遣い手は 5，6人、伴奏者は 4，5

人であった。遣い手は一人一体の人形を遣いながら唄い、伴奏者はそれぞれ何種類か

の楽器を持っていて、遣い手の上演に合わせて伴奏する。楽器には簫、笛、銅鑼、太

鼓、胡琴、嗩吶、鼓板などがあった。張杏貞によれば、1930，40年代当時、遣い手に

は張宝寿、張宝鶴（兄弟）、張阿倫、張阿仁、王阿宝、王阿能（親子）、王福堂（棠）

など、伴奏には孫祥雲、裴阿寿、邱厚福などがいた。最も印象に残っているのは若い

                                                           
28 調査者王氷、現在舟山民間文芸家協会の副会長。「岱山木偶戯調査実録」の中国語原文は付録〈二〉

参照、その「二、小宮門木偶劇団（3-5）」は岱山杖頭木偶戯に関する調査結果。 

29 「岱山木偶戯調査実録」には布袋木偶戯の内容もあるが、ここでは杖頭木偶戯のみを紹介する。 
30嘉慶 20年（1815）建造。中には文昌帝君（文曲星）が祭られている。 
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ときに（小宮門村）弥陀寺31の新しい神像を設置した日に行われた上演で、一日一晩

の上演が終ると、観客はみんな「（芝居の人物を）生き生きと演じた」と芸人たちの

演技を褒めた。これらの芸人はいずれも 1900 年前後の生まれで、解放前には、木偶

戯のほかに鍛冶屋の仕事や「剃頭」（理髪）、ボロ切れなどの廃品回収、「抬彩轎」

（結婚式の輿を担ぐ）、髪結いの仕事、畜殺、「絞面」32、結婚・葬式の楽器伴奏と

手伝いなどのいわゆる賤業に従事していたという。 

（３）遣い手の上演 

遣い手は人形を持ち、手を掛布の上 1尺ほどにあげて、人形を操る。人形は 3本の

棒で操作し、「総経」と呼ばれるやや太い主棒（直径 2-3センチ）が人形の頭を支え

る。他の 2本の細い棒は人形の両手に繋がっている。一般に、芸人は一方の手で「総

経」を持ち、もう一方の手は 2本の細い棒を握って同時に操る。「武松打虎」などで

戦う場面がある時は、短い棒を人形の足につけて、足の動作を細かく表現したり、刀

などの道具を器用に操るなど、様々な技が必要である。 

杖頭の上演形式は京劇に基づくので、芸人は「髯口功」33「水袖功」34など京劇で使

う基本的な技が必要である。唱腔と人形の衣装も京劇に準じる。 

（４）上演活動 

岱山島での上演は、一般に春の田植えと秋の稲刈りの後に行われていた。そのほか

には、廟会や正月にも上演したという。特に旧暦 2 月 3日の小宮門の文昌宮の廟会で

は、杖頭木偶戯の上演を恒例として毎年行っていた。上演は一般に 1-3日続き、資金

の余裕があればまた何日か延長する。正月には新年祝賀の「太平戯」や、願解きの「願

戯」などが多かった。戯班は小さい島から帰ると、いつもイカの干物を持ってくる。

つまり、イカの干物も依頼者からの上演料だった。上演料の分配は人数によって均分

したが、「行頭主」は道具などの所有者であるので、二人分もらえる。よく上演され

た演目には「包公案」35「三国演義」「楊家将」36などがあった。 

日中戦争の時期にも、岱山の芸人はまだ各島で上演していた。上演に行くときには、

すべての上演は日本軍の許可を得なければならない。ただ、言葉が通じないので、芸

人は地元商会の通訳者に頼んで日本軍に説明する必要があったという。解放後、定海

でも岱山でも上演は行われなかったという。 

 

以下、この「実録」から分かったことをまとめる。 

                                                           
31 民国初年（1911）建造。中には阿弥陀佛が祭られている。 

32結婚式の前に、花嫁が顔を綺麗にする儀礼。 

33髭を振る技。 

34 長い袖を振る技。 

35明代末の名判官包公の裁判物。 

36宋の建国に貢献した楊一族の活躍を描いた物語。 
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「下弄上」は半世紀前に滅び、文革を経た現在はその舞台や道具類などもすべて見

られなくなった。「実録」では話者の話から、その舞台の大きさや出演の人数、遣い

手の上演などについて明らかになった。 

 「実録」では「下弄上」の唱腔は京劇に準じていたと述べる。現在越劇を中心に行

われている布袋木偶戯とは大きな違いがある。 

上演活動を見ると、「下弄上」は正月のほかに、春の田植えと秋の稲刈りの後にも

上演をしていたことがわかる。但し、その上演は願解きなど神への奉納に関わる上演

なのか、娯楽だけの上演なのか、或は両方あったかについては不明である。 

また、上演活動に述べているイカの干物など実物を上演料としたことや、上演料の

分配は戯班の人数で均分し、舞台や道具などの所有者である「行頭主」は二人分もら

えることなどは、その後に盛んになった布袋木偶戯と同様である（第 3章に詳述）。 

 「実録」によれば、「下弄上」は日中戦争中も日本軍に許可を申請しながら、なお

上演を行っていたことがわかる。 

この「実録」はしかし、芸人本人ではなく、観客の視点から「下弄上」について述

べた状況の記録である。話者らが半世紀以上前に、その姿を消した「下弄上」に対し

て、まだ深い印象をもっていることから、当時の「下弄上」が如何に盛んに上演され

ていたかがうかがわれる。これは岱山小宮門での状況で、たとえば舟山本島では、ど

うだったのか？「下弄上」の戯班は舟山全体でいくつあったのか、どこでどんなふう

に何のために上演していたのかなど、多くの疑問が残っていた。 

しかし今回、舟山木偶戯について調べる中で、舟山群衆芸術館の档案資料の中に、

下弄上を実際に上演した芸人たち自身が参加した 1961 年の「杖頭木偶座談会」の資

料を発見した。 

 

２ 「杖頭木偶座談会」の記録 

 

1961 年当時、政府所属の東昇木偶劇団37の上演は順調で観客も多かったので、団長

の潘渭漣（1934年生）は杖頭木偶戯、即ち「下弄上」も復興できるのではないかと考

えて、座談会を開いた。座談会では、杖頭木偶戯繁栄時の状況をそれぞれの芸人から

聞き、その衰退の原因について検討した。原文は付録〈二〉を参照。 

この座談会に参加したのは、岱山と定海の 17人の元杖頭木偶芸人である。参加者

の名簿は以下の通り。 

 

表 3 杖頭木偶座談会参加名簿表（1961年） 

所属地域 名前 出身 年齢 職業（当時/以前） 健康状態 

 

 

王阿能 小宮門 52歳 昔専業杖頭木偶芸人  

金善卿 高亭 59歳 自営理髪露店 瘋病 

                                                           
37 東昇木偶劇団は 1959 年に結成した布袋木偶戯の劇団、第 4章に詳述。 
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岱 

 

 

山 

 

 

張全慶 小宮門 52歳 無職、息子が扶養 良好 

王福棠 小宮門 49歳 息子が扶養、昔専業杖頭木偶芸人 良好 

邱阿任 小宮門 52歳 移動理髪 やや良好 

邱厚福 小宮門 55歳 家事 軽い胃病 

邱仁友 楓樹 75歳  良 

邱有生 楓樹 55歳 臨時雇い 良 

 

 

 

定 

 

 

 

海 

顧全林 城関 57歳 東昇木偶劇団（政府所属）  

潘如明 沈家門 51歳 東昇木偶劇団（政府所属）  

顧乃松 城関 63歳  病気 

顧文卿 城関 45歳 城関南門理髪店  

顧雲冨 馬嶴 45歳 自営理髪店  

顧友冨（顧

雲冨の弟） 

馬嶴 34歳38 人民公社大隊理髪店（曽て人民公

社の文工団） 

 

高生祥 白泉十字街 62歳   

顧興雄 北蝉 49歳 理髪  

顧協林 □□ 74歳 家事  

註：1961年「杖頭木偶座談会」の記録により作成〔档案 1961、付録〈一〉参照〕、本稿では档案資料の

引用を〔 〕で示す。 

 

杖頭木偶戯の状況について、座談会の記録では以下のように述べている39。 

杖頭木偶戯の上演は日中戦争開始前にはまだよく行われていた。1937年日本軍が舟

山に入った後は次第に減少し、解放後は全く行われなかった。最も活躍していた時、

定海には 4か 5、岱山の宮門と楓樹には 8の戯班があった。それぞれの戯班は普段、

自らの上演地域があり、それ以外の上演地域には行かず、他の戯班が自分の上演地域

にくるのも忌んだ。そして、布袋木偶戯の戯班が上演にくるのは許さなかった。 

日中戦争開始前、舟山の杖頭木偶戯では、正月の「燈頭戯」40、普段の「廟戯」41、

結婚式の「喜事戯」42が行われていた。岱山の杖頭木偶戯班は、例年、この時期、ま

ず秀山に行き、個人の家で大船の「願戯」（願解き）のための上演をした。一月十七

日からは朱家尖で「廟会戯」43をしていた。そこでは、それぞれの廟の廟会に合わせ

                                                           
38 原稿には 37歳と書いてあるが、本人からの確認で 1927年生まれ、当時は 34歳、兄の顧雲冨と 11歳

差がある。 

39 この記録では、「下弄上」はすべて「杖頭木偶戯」と記す。 

40小正月の元宵節（燈節）に行う芝居。舟山では旧暦十三日は「上燈日」（燈籠を掛ける日）、十八日

は「落燈日」（燈籠を外す日）で、燈頭戯は一般にその間に行う。 

41廟戯：個人から頼まれて廟で行う芝居。 

42 結婚式の祝いで個人から頼まれる芝居。杖頭木偶戯の場合はほとんど「大戸人家」と呼ばれる金持ち

の家からの依頼である。 

43廟会戯：廟会で行う芝居。（廟会と廟会戯：第１章第 3節参照） 
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て一日か二日ずつ上演を行う。その後、春の小黄魚（イシモチ類）の漁期（「洋生」

と呼ぶ）から秋の大黄魚（イシモチ類）の漁期までは鼠浪、洋山、嵊山、黄竜、泗礁、

巨山、黄沢、小巨などの小さい島で巡演を行っていた。巡演に行った最も小さい島は

北鼎星で、そこは七十戸だけの集落だったが、最も長く上演した例では、一軒で続け

て十日間上演したこともある。食事は島民が提供し、そのほかに、戯班は一日約 8，9

斗（50-50.25キロ）の米を上演料としてもらえる。船賃は自己負担だが、花鳥と緑華

の島民はわざわざ船を出して戯班を迎えた。 

1954 年、岱山文化館（現在の岱山県文化局）は杖頭木偶戯を再び上演させようとし

て、「東海木偶劇団」を結成した。団員は 9人、邱厚福が団長を務めた。舞台や道具

などは団員の邱仁友と王阿能のものを合わせて使い、芸人の収入は上演料を九等分し

た。また岱山県政府から 90元の補助金が出た。結成後、劇団は定海の火神廟44、普陀、

沈家門などで上演した。しかし、三か月後、団員の邱阿任が退団し、金善卿も病気で

やめたため、劇団はやめた。 

（文化局側の意見）： 

杖頭木偶戯を一番好むのは（普陀区）大展の人々である。布袋木偶戯に比べると、

杖頭の人形は頭が大きいので、顔の表情を細かく描写することができるし、多くの観

衆が見られるという長所もある。しかし、欠点もたくさんある。その欠点は、 

① 短い芝居が多く、一日か二日しか上演できない45。 

② 台詞は官話で語られ、硬くて分かりづらい。 

③ 唱腔（節回し）は京劇に準じており、（当時人気の越劇の唱腔ではなかった）。 

④ 芸人も荷物も多く、劇団の移動にかかる費用が多い。 

杖頭木偶戯の失敗理由は、芸の進歩がなく、芸人は単純に利益のみ追求しているか

らだ。現在、杖頭木偶戯を復興しようにも、芸人の高齢化や「行頭」（舞台や人形頭、

衣装、道具など）の不良、舞台の掛布の不足など様々な困難に直面している。寧波市

文化局の指導者によれば、寧波市張山公社46の杖頭木偶戯劇団には、「行頭」はまだ

残っているものの、劇団は既に解散した。劇団の団長は何隆朝（不詳）だった、劇団

の解散理由は芸の水準が低かったためという。 

 潘渭漣の意見： 

試演は可能だ。「行頭」の状況と年配の芸人のやる気次第であるなので、正月には、

上演をまず一回試してみたい。人形と道具は少なくてもなんとかなる、適当に用意し

たら、舞台などの「行頭」は張家（不詳）から借りておく。 

                                                           
44火神廟：「城南。康熙二十六年（1687），総鎮王大来建。康熙 51年（1712），知県繆燧既同城文武捐

建。」〔康熙『定海県志』巻五：63頁〕昔、廟内は火の神が祭られており、旧暦六月二十三日神の誕生

日には、芝居の上演が恒例で、正殿の前には幅 6メートル、奥行き 5メートル、高さ 6メートルの戯台

があったと言われている。1940年代、その廟は専用の劇場として使われ、1952年舟山最初の越劇団であ

る「集芸越劇団」の劇場となった。1956年政府に管理され、解体した〔『定海県志』（戯劇）1994：708

頁〕。 

45 よく上演された演目は「四大金剛戦大鵬」「追曹」「夜戦高思□」「竜虎闘」「双竜会」「打皇府」

などであったという。 

46 「張山」は「姜山」の誤記の可能性があり、そこの杖頭木偶劇団については不詳。 
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この記録から、以下のことがわかる。 

第一、前述の『県志』では「下弄上」はすべて堕民が演じていたと記しているが、

その実態については、これまでわからなかった。この記録から『県志』に述べていな

い「下弄上」芸人の具体的な状況が明らかになった。 

まず名簿から、芸人は、定海と岱山におり、その住所は、堕民の居住地といわれる

場所が多いことがわかる。以前の法令や、法令廃止後も変わらぬ人びとの意識を反映

して、舟山の堕民のほとんどは他の民衆と一緒に住まない。定海の堕民は主に西門頭

（現在の祖印寺のあたり）顧家橋と城隍廟弄吉慶里に集まり、そのほかに西大街・東

大街にもいた。上述の場所はいずれも城関（定海の中心部）にある；岱山の堕民は主

に小宮門に集中していた。〔阿能 2008〕 

また、「顧」「邱」姓の人が大半を占めることや、理髪を職業とする芸人が多いこ

とからも、堕民が「下弄上」の上演にかかわっていたことがうかがえる。舟山の堕民

には、姓氏は「顧」「桂」「潘」「邱」「繆」姓が多いという〔阿能 2013：1205 頁〕。

舟山の堕民は寧波からやってきたものだと推測されており、舟山に定住しても堕民と

いう身分は変わらず、もともと従事していた卑しい仕事も続けていた、その中では理

髪、楽器の演奏に関わる「吹行」（木偶戯の楽器伴奏）の従事者が多かったという〔翁

源昌 2009：59-60 頁〕。なお、前述の王冰の「実録」でも、「下弄上」の芸人は「下

弄上」をする一方、鍛冶屋の仕事や「剃頭」（理髪）、ボロ切れなどの廃品回収など

卑しい仕事もしている述べている47。 

第二、その上演活動を見ると、「下弄上」は「燈頭戯」「廟（会）戯」「喜事戯」

「願戯」などをしていたとあり、これらはいずれも宗教活動に関わるもので、即ち神

のために上演していたことがわかる。 

第三、「それぞれの戯班は普段、自らの上演地域があり、それ以外の上演地域に行

かず、他の戯班が自分の上演地域に来るのも忌んだ。そして、布袋木偶戯の戯班が上

演にくるのは許さなかった」から、「下弄上」のそれぞれの戯班は上演を行う地域が

決まっており、廟は住民から上演の依頼があれば、その地域の戯班を呼ぶのが決まり

で、芸人にとっても地元の廟で上演するは権利のようなものであったことがわかる。 

一方、戯班のほうは、「廟会戯」のことをどう考えていたか？記録では、岱山戯班

の上演活動について、その上演が最も多かった年末と正月の日程を述べている。 

                                                           
47堕民は明の太祖の時に最も低い身分の「丐戸」に分類された。堕民は日常生活では堕民以外の人との

婚姻、科挙受験など様々なことを禁止されていた。堕民のほとんどは普通の人に卑しいと思われる仕事

に従事していた。例えば、結婚・葬式における「伺応」（身の周りの世話係）「幇工」（臨時雇い）「茶

房」（旅館などの厨房手伝い）「楽工」（楽器の演奏）「抬彩轎」（輿を担ぐ）「喜娘」（花嫁の介添）

「抬棺材」（棺を担ぐ）「理髪」などの仕事や、自製の飴糖や炒大豆、縫針などで鶏・鵞鳥の羽、アヒ

ルの羽毛、髪の毛、ボロ切れ、棕櫚の繊維などの廃品と交換し、その廃品を様々な方法で処理して換金

する廃品回収業など様々であった。楽器の演奏に通じていたことから、戯曲を職業とする堕民も多かっ

た。20世紀になると、寧波では堕民が入れる学校（清光緒 30年（1904）の「育徳小学」と「育徳初等

農工学校」、民国時期には「同仁堂」など）が設立されるなどしたが、字を少し読める程度になると学

校をやめ戯班に入り、劇の修業を始めるものが多かったという〔鄭公盾 1948：95-97頁〕。 
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「まず秀山に行き、個人の家で大船の願解きのための上演をした。一月十七日から

は朱家尖で廟会戯をしていた。そこでは、それぞれの廟の廟会に合わせて一日か二日

ずつ上演を行う。その後、春の小黄魚（イシモチ類）の漁期（「洋生」と呼ぶ）から

秋の大黄魚（イシモチ類）の漁期までには鼠浪、洋山、嵊山、黄竜、泗礁、巨山、黄

沢、小巨などの小さい島で巡演を行っていた。」 

この日程によれば、戯班の上演は「岱山→秀山→朱家尖→嵊泗の各島→岱山」を順

路にしていたことが分かる。その中では、「一月十七日から朱家尖での『廟会戯』」

を軸に、他の上演はその廟会戯の時間に合わせて決めていることが読み取れる。それ

以後の上演も、岱山に帰る途中でついでに巡演している。 

このような上演日程から、「下弄上」の上演は結婚式の「喜事戯」や大船の願解き

など個人からの依頼も受けていたが、「廟会戯」の上演を最も重視していたことがう

かがえる。 

この記録の最後は、文化局側と復興の提議をした潘渭漣の意見である。文化局側は、

杖頭木偶戯の欠点を挙げ、復興には様々な困難があると指摘した。そして、寧波の杖

頭木偶戯劇団を例に、舟山の杖頭木偶戯は復興しても成功できないということを説明

しようとしている。しかし、潘渭漣は試演が可能で、人形や道具、舞台の問題は解決

できると指摘し、積極的に杖頭木偶戯の復興を期待していたことがわかる。しかし、

正月の試演は文化局側の反対48で行われず、その後、復興の話も一度も出なかった。 

 

３ 顧友冨の話 

 

顧友冨（1927 年生、表 3にあり）は 1961 年「杖頭木偶座談会」参加者名簿の中で

最も若く、現在も健在の杖頭木偶芸人である。（兄の息子、即ち甥の顧国芳は、舟山

を代表する人形遣い侯雅飛の夫であった。）顧友冨への聞き取り調査により、「下弄

上」に関するその個人の経歴や上演の様子、没落時期の状況などが明らかになった。 

顧友冨の父は「下弄上」戯班の「行頭主」で、顧友冨が 9歳のときに亡くなった。

兄の顧雲冨（1916 年生、表 3 参照）は小さい頃から父に従って上演し、父が亡くなっ

た後に戯班を継いだ。その当時兄は 20歳で既に一人前で、11歳年下の顧友冨は兄に

従い、杖頭木偶戯を習い始めた。杖頭木偶戯を習うには少なくとも 10 年以上かかる

と言われている。顧友冨は最初、京劇の唱腔を習いながら、銅鑼の伴奏をしていた。

次に胡琴、板琴、嗩吶などの楽器を習い、一人前の伴奏者になって 20 歳頃、初めて

遣い手として正式に上演したという。父に習った兄も、同様にして一人前になった。 

顧友冨が一人前になった時は、もう杖頭木偶戯は没落時期を迎えていた。もともと

6，7人（遣い手 3,4人、伴奏者 3,4 人）で上演していた戯班は、最も人数が減った時

には全部でわずか 3,4人となり、遣い手 1,2人、伴奏 1,2人で上演したこともあった。

しかし、一方では、観客を増やすことを目指して、唱腔には京劇のほか、当時人気が

                                                           
48 この座談会に参加した顧友冨（表 3参照）によれば、その試演ができなかった主な理由は文化局側の

反対だったという。 
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あった越劇の唱腔を無理やり加え、上演した。それでも観客は増えず、状況は結局改

善しなかったという。顧友冨は 40年代後半には、杖頭木偶戯をやめ、当時流行して

いた布袋木偶戯班に伴奏者として雇われた49。顧友冨は、兄の顧雲冨（表 3にあり）

の班にいたので、つまり、この時に兄の戯班も廃業した、ということになる。 

 

顧友冨の経歴から、「下弄上」の修業は長く、十数年もかかることがわかった。「下

弄上」の芸人になろうとすると、最初は人形の操作を習うのではなく、銅鑼をはじめ

色々な楽器を習う必要がある。人形の操作はわざわざ習うことはなく、常に他の芸人

の上演を見ているので、自然に覚えたという。 

また、顧友冨の話から、「下弄上」の没落時期、芸人は出演人数を減少したり、唱

腔を変えたり、様々な努力をしたが、結局人気をとり戻せず、上演をやめたことがわ

かった。「下弄上」をやめた顧友冨は、楽器ができたおかけで、布袋木偶戯班に雇わ

れ、その伴奏者になった。このような例は顧友冨だけではなく、座談会名簿（表 3参

照）を見ると、顧全林と潘如明もそうだった。 

一方、舞台を買って、布袋木偶戯班に乗り換えた例もあった。祖父も父も杖頭木偶

芸人であった鄭竜江（1947 年生）によれば、杖頭の上演には遣い手 4人、伴奏者 3

人の、少なくとも 7人必要であった。賑やかにしてほしい家があれば、遣い手も伴奏

者も随時、増やすことができるが、増やした芸人の給料は頼んだ家で負担する。鄭竜

江の祖父は「行頭主」で、父以外の芸人はすべて雇ったので、できる限り上演する芸

人の人数を減らした。しかし、布袋木偶戯に比べると、芸人も荷物も多いので、小さ

い島に行くのも大変で、結局、1951 年前後に布袋木偶戯班に変わったという。杖頭木

偶戯の人形や道具などは放置され、鄭竜江は4歳のころその人形の衣装を着て遊んだ、

という。 

第 2節では、舟山布袋木偶戯の特徴について紹介する。 

 

第２節 舟山布袋木偶戯の特徴 

 

布袋木偶戯は舞台が小さくて、人形を指で遣うのが一番の特徴である。中国の布袋

木偶戯は地域によって違うが、本節では、舟山布袋木偶戯の特徴について述べる。 

 

１ 戯班の構成と「前台」「後台」の役割 

 

舟山布袋木偶戯の上演には、3,4人が必要で、舞台の中心となる「前台」は人形を

遣って唱う主演者１人で、その後ろにつく 2,3人の「後台」は楽器の伴奏者である。

主演者は 2本の足を舞台の中央に挿す「台挿」を挟んで道具箱に座り、顔を「台挿」

                                                           
49顧友冨によれば、当時よく侯恵義、王銀雲の布袋木偶戯班に雇われていたという。 
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と繋がっている透かし彫りに向け、自らの手の動きと観客の反応を見ながら人形を登

（退）場口から出して遣う。登（退）場口は二つか四つあり、一般には左は登場口、

右は退場口に決まっている。四つの場合は左と右に二つずつにしており、人形の出入

りの仕方は同様である。 

 

図 8 舞台（二つ登（退）場口）の構造と主演の座り方 

（馬場英子 2011、4-5頁；本論文で、舞台の各部位の呼び方は本図に従う）（山崎香文子絵） 

 

舞台の正面と上からみた様子を以下の写真で示す。 
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「後台」の伴奏者はまた主伴奏と副伴奏に分かれ、主伴奏は「二胡」、「小鼓」、

「小鑼」、「嗩吶」（「梅花」とも呼ぶ）と鼓板を担当し、副伴奏は「三弦」と「大

鑼」、「鈸」（「閙鈸」「鍥子」とも呼ぶ）を担当する（写真 9、10 参照）。時には

三人目の伴奏者も配置する。三人目の伴奏者は鼓板を担当し、主伴奏を少し楽にさせ

る（写真 9-⑤、図 9参照）。 

 

 

 

写真 6 正面から見た舞台 

（紫微郷夏継明一座、2004年張堅撮影） 

写真 7（右下）上から見た舞台 

（紫微郷夏継明一座上演直前準備の様子、2004年

張堅撮影） 

図 9 芸人の座順 

写真 8 上演中の伴奏者たち 

（鄭明祥一座、2011年白泉深坑嶺竺霊寺で撮影） 
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⑤鼓板（左：的板 右：篤板） 

 

 
写真 9（①-⑤）主伴奏の使

用楽器 

（鄭明祥一座、2011年白泉

深坑嶺竺霊寺で撮影） 

③小鑼 ④嗩吶（梅花とも言う） 

①二胡 ②小鼓 
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「鼓板」はリズムを取る重要な打楽器で、

普通二つセットにして使う（写真 9-⑤）。

一つは紫檀で造られ、「的板」とも呼び、一

つは樟で造られ、「篤板」とも呼ばれる。「的」

と「篤」は擬音語。鼓板は、普通、主伴奏が

叩くが、三人目の伴奏者がいる場合はその人

が担当する。三人目の伴奏者は一般に修業中

の弟子、及び主演から移った師匠が担当する。

「篤板」は主演の手前、或いは袋の右上にも

置き、主伴奏が忙しくて間に合わない時には

主演が人形を支える「挿彩棒」で叩く。「挿

彩棒」は木製の棒で、菜箸より少し太く、長さは約 25センチで、人形に挿して、遣

うことも多く、舞台上にたくさんの人形を登場させる場合にも、この棒を舞台枠に挿

して遣う。 

① 三弦 ②大鑼 

③鈸（閙鈸、鍥子とも言う） 

   写真 10（①-③）副伴奏の使用楽

器 

（鄭明祥一座、2011年白泉深坑嶺

竺霊寺で撮影） 

写真 11 袋の右上に置かれた「篤板」 
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班主（座長）は舞台の所有者で、主演を兼ねる場合が多い。伴奏者は班主が上演の

都度、臨時に雇うが、前後チームワークが重要なので、固定的な仲間が必要である。

伴奏者は主演の唱い方に沿って楽器を担当する一方、具体的な上演に合わせて、例え

ば兵士の叫ぶ声や、出征前の鬨の声、小者の返事などを「オ―」「ヘイ」などと言っ

て、主演に協力する。 

 

 ２ 舞台の運搬と組み立て 

  

上述した舞台は移動式で、使わないときには折り畳める。上演の依頼があれば、そ

れを持って上演先に行く。解放前に芸人は舞台や道具箱などの荷物を扁担、即ち天秤

棒で担いで、あちこちの島を回って上演した。 

舟山布袋木偶戯の上演に使うもの―舞台・道具箱（人形、道具）・楽器・アンプ50は

「行頭（行当）」と呼び、重さは全部で 40-50キロほどである（写真 12参照）。 

     

 

  

解放前はアンプは使わなかったが、その代わりに、島を回って巡演する時に使う布

団や簡単な生活用品などの荷物があったので、その重さは現在とほとんど変わらない。

昔の芸人は天秤棒の一端に舞台と楽器、反対側には道具箱を掛けて担いだ。現在は車

で運ぶこともあるが、島への移動の多い舟山では、２台のオートバイに載せて運ぶこ

とも多い。舟山には現在も船でしか行けない小さい島が多い。そういう島での上演は

オートバイが便利で、荷物をいっぱい積んだオートバイをそのまま船に乗せる（写真

13、14 参照）。 

                                                           
50 アンプは、90年代からの設備である。 

写真 12 「台挿」（壁に付けている）と道具箱など 

（2004年瀬田充子撮影） 
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舞台の設置は上演直前に行い、15分ほどで完成する。組み立て方は次の通りである。 

    

 

    

 

 

① 道具箱を戸板の上に置く。 ② 道具箱の側面に「台挿」を突き刺す。 

写真 13 舞台を載せたオートバイの乗船 

（釣山島の安瀾廟へ、2014年撮影） 

③ 幕を上と下に掛ける。 ④ 道具や人形を置く袋状のものを「台挿」に縛

り付ける。 

写真 14 2台のオートバイで「行当」を運ぶ 

（2014年釣山島の安瀾廟で撮影） 
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昔は天秤棒を舞台の支えとしたが、現在は舞台を丈夫にするため、「台挿」を使用

する。「台挿」は硬い木製の棒の先端に鉄製のＵ字形のものをつけたものである（写

真 12 参照）。 

完成した舞台は床からの高さ約 1.5 メートル、幅約１メートル、奥行約 50センチ

である。舞台を設置したら、布を舞台両側から後ろに向かって、斜めに掛ける。その

布で囲まれた部分は芸人が演じる場所になる。舟山では、現在ほとんどの木偶戯班が

上述した構造の舞台を使っている。 

一方、1990年代に造られた普陀の鄭明祥と岱山の王嘉定の舞台は少し改造されてい

る。二つとも舞台の幅が左右各 30センチほど広げられて、人形の出入り口を四つ設

置している。これは、二人の遣い手が一緒に上演し、人形を 4体同時に動かすことが

でき、外見もより豪華に見える。しかし、舞台の幅を広げると、舞台全体の重さも増

え、もともと舞台全体を支えていた「台挿」では、その重さに耐えられない。このた

め、代わりに、舞台の両側に二本の棒を立て、それを左右に置いた二つの道具箱と結

んで全体を支える形としてある。 

 ⑥ 完成。 

 

⑤ 「罩檐」（天蓋）を掛ける。 

（普通は「花板」を使う。） 

写真 15（①-⑥）侯家班舞台の組み立て 

（2014年 8月舟山嶴山島の財神廟で撮影） 
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なお、鄭明祥の舞台は、両側に足した部分を外せば、従来の二つの人形出入り口の

舞台になる。 

このような「台挿」を無くし、両側の棒で支える舞台は、舞台全体が重くなり、移

動には大きな負担がかかる。鄭明祥の舞台の場合はほとんど移動せず、現在は一年中

白泉深坑嶺竺霊寺の泗洲大殿内に設置している。ほかのところから上演の依頼があれ

ば、「台挿」を使う以前どおりの小型の舞台を使う。 

 

３ 上演料とその分配 

 

舟山木偶戯の上演料については、以前は米や干しイモ、卵、タバコなどで払う場合

もあったが、現在は現金で払い、2015 年現在、1回（「台」「場」と呼ぶ）約 2時間

の上演料は 1000元である。そして、食事は依頼主が用意するのが普通である。その

分配には、代々伝わってきた方法がある。この方法は「分股制」という。「股」は計

算の単位となり、給料を人数+１で割って１股になる。即ち、3人は 4股、4人は 5股

写真 16 王嘉定の舞台（2012年撮影） 写真 17 鄭明祥の舞台（2014年撮影） 

写真 18 舞台設置中 

（鄭明祥の舞台 2014年撮影） 
写真 19 二つ人形出入り口に転換 

（鄭明祥の舞台 2014 年撮影） 
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である。伴奏者はそれぞれ１股、主演は上演の中心となる人で、体力的にも伴奏者よ

り重いとみなされ、1.5股をもつ。舞台も 0.5股をもつ。舟山の木偶戯班には、班主

が主演者でもある場合が多く、班主は 2股をもつのが普通である。鼓板の担当者は体

力的に軽いと言われているが、他の伴奏と同じく１股である。主演者の弟子にとって

は、年を取った師匠を扶養する責任を持っているような気持ちで、これを師匠に担当

してもらうことも多い。師匠の上演を見たり、手伝ったりする修業中の弟子は無給で

ある。 

上演の依頼者は班主と相談で決めた上演料のほかに、各芸人に 20元を基準にした

タバコも用意しなければならない。タバコは依頼主の心づけで、1980 年代以降に加わ

った習慣である。タバコを用意していない場合は上演料にタバコ代をプラスする。ま

た、婚礼や老人の誕生日などの機会には、依頼者からの「紅包」（祝儀）もある。 

 

４ 人形（頭）とその役柄 

 

主演者が上演に使う人形は、少なくとも 32 体１セットが必要であるという。舟山

では、実際に 50-80体を持つ戯班が多く、定海の侯家班の場合は約 180体を持ってい

る。人形は、外側の衣装と帽子は換えることができる。そのため、人形が少なくても、

その衣装と帽子を換えれば、1体の人形で幾つもの役が演じられる。但し、人形の衣

装を換えるのは時間がかかるので、上演前の準備では、できるだけすべての登場人物

を用意する。 

 

写真 20 人形の衣装、帽子（鄭明祥作 2014年撮影） 
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役柄は、中国の戯曲に準じて生・旦・浄・末・丑51も使うが、鄭明祥によれば、実

際に上演する時には、①老（年配者）、②少（若者）、③女中、④小者（兵士）、⑤

小搭脚という五種類に分ける。老と少には、様々な役柄が含まれているが、整理して

みると、次の通りである。 

 

   

 

 

 

    

註：鄭明祥への聞き取り調査により作成。 

 

                                                           
51中国戯曲の役柄であり、生は文・武官などの男役、旦は女形、浄は悪役、末は年寄り、丑は道化。 

老

生

善玉

大面（浄大）

二面（冨大）

老生

悪玉 奸臣

旦

善玉

老旦

花脸老旦

悪玉 老婆旦

少

生

善玉

文

貧乏人

金持ち

武

悪玉 花脸公子

旦

善玉

文

貧乏人

金持ち

武

悪玉 金持ち

図 10 老の役柄分類図 

図 11 少の役柄分類図 
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その中で、男性役「生」の「文」と「武」、「貧乏人」と「金持ち」、また女性役

「旦」の「文」と「武」、「貧乏人」と「金持ち」の人形頭は服や帽子を換えれば、

取り替え可能できる。しかし、同時に遣う場合も多いので、適当な数を確保しなけれ

ばならない。「生」と「旦」は、それぞれ善と悪の役柄に別れるので、「四生四旦」

と呼ばれている。そのほかに、③の女中と④の小者（兵士）は、「丑」に当たる人物

で、滑稽な言葉を言う重要な役割を持っている。⑤の小搭脚は司会者のような存在で

ありつつ、神に通じる者として祈祷、祝福など重要な役割を果たす。芝居開始前と最

後に必ず登場し、上演の時間や場所、理由、演目などを報告する。 

例えば、子供が大学に進学した親が願解きのために上演には、「×××（誰）大学

に進学し、今日は願解きで木偶戯を×回上演し、ますます昇進することを祈ります、

今日の演目は『×××』」と述べる。また、結婚式の

上演には、「今夜、中華人民共和国浙江省舟山市定海

区××（誰）と××（誰）の結婚式の祝いで、木偶戯

を×台上演し、演目は『×××』です。この芝居が終

ったら、夫婦が仲良く、早く子孫が誕生することを祈

ります」と述べる。 

木偶芸人は、依頼者の名前、住所、願いを慎重には

っきりと神様に報告しなければならないという。間違

えれば、上演しても願が叶わないと言われている。 

鄭明祥によれば、小搭脚は大抵帽子を被るが、昔は

「癩頭」という禿げ頭に「辮子」（辮髪）をつけたの

が普通であるという。そのため、小搭脚が登場する時

に、観衆は歓迎の声で「癩頭辮子が出てきた、癩頭辮

子が出てきた」と叫ぶ。その姿が滑稽な人物として笑わせる一方、ほかに方言で喋る

のも特徴である。 

小搭脚は休憩、及び芝居を終える時にも登場する。そして、第三者の立場でモチー

フを補足するために登場する場合もあり、自ら「表幾句」（いくつかご説明します）

と言って語る。 

 舞台と人形頭は何代も使えるが、衣装と道具などはいたむので、自分で補修する。 

写真 21 小搭脚 
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写真 22 道具、付属品など（鄭明祥作 2014年撮影） 

         

５ 演目 

  

舟山布袋木偶戯は即興で上演するのが基本で、芸人は師匠から聞いた物語に自らの

解釈を加え、即興で上演する。木偶戯の上演時間は、今は 1 回 2-2.5 時間であるが、

解放前は 3-4時間で、演目は、もとは 1,2 回分の長さのものしかなかった。しかし民

国以降、上海を中心に都市での出版活動が盛んになり、評書など語り物の種本にも使

われる通俗歴史小説の類、たとえば「隋唐演義」「月唐演義」「楊家将」「乾坤印」

「粉粧楼」「七侠五義」なども、容易に露店などで手に入るようになった。舟山木偶

戯でもこれらをテキストに何日も続く連続上演が可能になった。木偶芸人には、文字

の読める人も多かった。歴史通俗小説などをテキストに語るときにも、適宜、滑稽な

言葉を入れたり、モチーフを増減したり、木偶戯の上演に合う構成に作り上げる。そ

のため、同じ物語でも、上演する芸人の経験や性格などによって異なる。上演時の条

件によっても、芸人は長さを自在に調整できるので、たとえば、最後は、めでたい場

面、結婚の儀で終わるように工夫したりする。 

現在、舟山布袋木偶戯の演目は、「連台本」、「折子戯」、「単本戯」に分かれる。 

「連台本」は上記の歴史通俗小説をもとに作られたものが多く、一般に「大書」と

も呼ばれ、一日 2回の上演で 10日、半月以上も上演できるものもある。侯雅飛は「月

唐」（「郭子儀」とも言う）なら、40 日以上連続上演できる、と言っていた。「連台

本」の中の一回だけを上演するのを「折子戯」と呼び、2-3回分を上演するのを「小

連本」と呼ぶ。 

「単本戯」はもともと 1回分の長さしかないもので、「小書」、「小戯」とも言う。

「単本戯」にはほかに、「天官賜福」など「彩頭戯」と呼ばれるもっぱら祝賀の儀礼

に上演される 15分程度の演目も含む。 
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参考までに、以下、舟山木偶戯を代表する芸人であった鄭明祥が挙げた演目一覧と、

1962年、民間芸人に登録を義務付けた時に芸人本人が記した演目名を載せる。今回、

実際の内容について、確認することができなかったので、重複などがあるかもしれな

いが、芸人が書いた演目をそのまま載せる。演目については、今後の検討課題とした

い。 

鄭明祥一座の演目一覧 

① 「連台本」 

唐：「隋唐」「羅通掃北」「薛仁貴征東」「薛丁山征西」「薛剛反唐」 

宋：「萬花樓」「五虎平西」「五虎平南」「大破十八洞」 

元：「朱元龍」  

明：「水滸伝」「岳飛伝」「鴛鴦剣」「三門街」「正德皇帝」 

（以上、鄭明祥の時代区分による） 

② 「折子戯」 

「狄青平西」「大鬧金平山」「大鬧開封府」（「五鼠鬧東京」）「唐王李世民」「三

次投軍」（薛仁貴）「解軍衣」（狄青）「藍絲帶」（建德皇帝）「張勇打擂」「楊文

広平北」「狄青平西」「高居崖与劉金定」 

③ 「単本戯」 

「雙金花」「龍官保」（「文武香傳」，張桂英）「狼狗記」（張馮雲）「大堂会」（王

馮龍）「華亭會」「碧玉簪」「三見御妹」「蛟龍扇」（「紅蛇傳」）「樊梨花？三娘」

「後見姑」（小芳興）「雙合鏡」（「菱花鏡」）「馮世恩出考」「王文龍出考」（「真

仮駙馬」）「周文平売子救母」「李文忠出考」「三打妖龍山」（劉文菊）「還金鐲」

（「韓英龍出考」）「遊山東」「対容（熊？）図」「轅門斬女」「合同紙」（趙雲清）

「桂花亭」「双獅図」「龍鳳鎖」（林鳳沖） 

 

また、芸人の登録表に見える演目は以下の通りである。〔档案 1962〕 

「龍官保」「狼狗記」「大堂会」「大閙金平山」「花亭会」「情義冤仇」「大閙開

封府」「碧玉簪」「三見御妹」「新文武香伝」「新蛟龍扇」「金台伝」「新龍官保」

「盤龍局」「梅龍鎖」「大宋紫金鏈」「三次投軍」「説唐」「解軍衣」「二存山」「藍

絲帯」「天保打鋒火山」「楊徳明平倭国」「売梨三娘」「乾坤印」「後見姑」「腰龍

山」「還金鐲」「遊山東」「対容図」「包公打鴛鴦」「轅門斬女」「合同紙」「七侠

五義」「小紅袍」「飛常山」「黒林山」「後母記」「桂花亭」「張勇打擂」「金台擂」

「楊文広平北」「大破十八洞」「文武全」「黄龍嶺」「義侠風暴」「水飛龍宮」「封

神榜」「梁祝哀史」「替父従軍」（「木蘭従軍」）「樊梨花」「双獅図」「粉粧楼」

「薛剛反唐」「白兎記」「五代残唐李存孝出世」「万花楼」「五虎平西」「五虎平南」

「龍鳳鎖」「狸猫換太子」「武松与潘金蓮」「岳飛伝」（「精忠岳伝」）「鴛鴦剣」

「三門街」「双珠球」「三捜楽（索？）府」「隋唐」（「母子会」を含む）「借紅灯」

「新白蛇伝」「水滸伝」「珍珠塔」「麒麟豹」（「麒麟報」？）「秦香蓮」「武松打

虎」「蛟龍扇」（「蛟龍珮」？）「宝蓮灯」（「劈山救母」）「正徳遊江南」「平陽
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伝」（「平陽公主」？）「楊家前後金槍」「文武相仇」（「文武香球」？）「高老忠」

「百歳図」（「百寿図」？）「張翼煮海」（「張羽煮海」？）「玉連環」「慈雲太子

走国」（「一女換太子」） 

 

上記の伝統的な演目のほか、1960 年代以降、集団化が図られた時に、東昇木偶劇団

及び新放木偶劇団では、児童向けに「哪吒閙海」「採蘑菇」「採茶記」「金連画」「擒

虎記」「西遊記」「豬八戒三請觀世音」「宝蓮灯」などを演じた。また文革中には、

革命模範劇の「紅灯記」も上演したことがあったが、現在はほとんど上演していない。 
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第３章 解放前の上演実態―木偶芸人へのインタビュー

による― 

 

東シナ海に囲まれた中国浙江省の舟山群島では、清の順治 13 年（1656）、密貿易

防止のため政府による「海禁」政策が実施され、住民はすべて大陸に移住させられ、

漁も禁止された。その後約三十年を経て、清の康煕 23年（1684）に「展海令」が発

布され、舟山には再び人が住むことができるようになり、漁も再開した。舟山周辺海

域は中国最大の漁場で、漁期になると、浙江省寧波の余姚、鎮海、紹興、温州、台州、

湖州などのほか、江蘇省、福建省からもたくさんの漁民が集まって来た。康煕年間の

『定海県志』（54 頁）によれば、（中国）沿海諸地方の漁船は四、五月漁期の間舟山

に集まり、その数は数千艘にのぼり、人数は十万にのぼったという、漁のために舟山

に移住してくる漁民も多かった。民国『定海県志』（輿地志第一：18頁）によれば、

清の光緒 26年（1900）、舟山の人口は 67609戸、347272人にのぼった。 

19 世紀末から 20 世紀前半の中国では日清戦争と第一次世界大戦を経て、政治・経

済などにおいて様々な変化が起こった。船の性能向上に伴い、舟山の漁業はさらに盛

んになった。漁獲した魚介類は海上で上海、寧波などの商人と取引した。舟山の定海

と沈家門には銀行や通信、電気の会社が設けられ、生活にも便利な近代化した町とな

った。そのため、大陸から担ぎ売りの小商や遊芸人、劇団など様々な出稼ぎ者も訪れ

てきた。 

当時の舟山で行われていた芸能には、語り物の寧波走書52と鳳陽花鼓53、地方劇の徽

戯54・昆劇55・越劇56、木偶戯などがあった。寧波走書と鳳陽花鼓は、早く清の嘉慶年

間（1800）には舟山で上演されていたという〔『舟山市志』1992：516頁〕。劇団が

やってくるようになったのは民国以後で、徽戯について言えば、民国初期に「大漣昇」

「宋翔記」「老大鴻寿」「老聚豊」「新慶豊」などの劇団が舟山で上演をしている〔『普

                                                           
52 走書は伴奏と語りの二人一組で伝統的な歴史物語などを語る語り物である。語り手は舞台を歩きなが

ら、二胡の伴奏で語る。寧波走書は現在舟山で行われている走書のもとになった。演目には十日・半月、

長ければ三四か月続く演目が人気を集めており、例えば明代の海瑞を主人公にした裁判物の「大紅袍」、

唐の建国に貢献した羅成の子孫を主人公にした創作愛情物語の「粉粧楼」、名裁判の包拯を主人公にし

た物語の「七侠五義」など〔李蔚波など 2012：17頁〕。 

53 明代に始まったと言われる安徽省の伝統的な芸能で、1-2人の芸人が小さい太鼓と銅鑼で伴奏し、踊

りながら民謡を歌う。 

54 徽戯は中国安徽省に生まれた地方劇で、「二黄」のメロディーを主にし、京劇のもとになったと言わ

れる。 

55 崑劇は元末に中国江蘇省崑山市に生まれ、明の嘉靖年間に音楽を新しくして、明と清の時期に最も盛

んになった地方劇で、京劇や川劇など様々な地方劇のもととなった。 

56 越劇は清末中国浙江省紹興市嵊県に生まれ、浙江・江蘇省を中心に流行した。とくに民国以降上海で

上演されて有名になった。 
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陀県志』1991：915頁〕。昆劇もだいたい徽戯と同じ時期に入って来た。民国 11年（1922）

に舟山出身の昆劇俳優の顧九蘭が里帰りした時に、定海城関の雷祖殿で一年間昆曲の

養成所を開いて 30 名の弟子を育てたと記録されている〔『舟山市志』1992：515 頁；

『定海県志』1994：707頁〕。越劇は民国 14年（1925）頃から舟山に来て上演するよ

うになった〔『普陀県志』同上〕。このように大陸の寧波や紹興、蘇州、安徽などか

ら様々な芸人が舟山にやってきて巡演を行っていた。木偶戯がいつ舟山に入って来た

のかははっきりしないが、記録として残っているのは民国 12年（1923）に出版され

た『定海県志』が最初である〔第２章詳述〕。 

中国解放前、特に 1930、40年代は、舟山木偶戯の繁栄期であった。当時、舟山布

袋木偶戯が、最も盛んに行われていたのは定海区と普陀区であり、戯班もこの二つの

地域に集中していた。本章では、木偶芸人の上演経験やその師匠から聞いた話などを

記録・整理し、その歴史や木偶戯に関する信仰、民間での上演習慣などについて明ら

かにする。インタビューの対象にした侯恵義（1927-2014）と鄭明祥（1929-2014）は

筆者の調査時点で舟山で最も高齢の木偶芸人で、侯恵義は定海区を代表し、鄭明祥は

普陀区を代表する。二人とも 12，3歳で木偶戯を習い始め、15，6歳から島々を回っ

て上演していた。 

  

第１節 侯恵義の話 

 

侯恵義は舟山布袋木偶戯を代表する一座「侯家班」の初代の座長である。もともと

1961年まで個人の戯班で木偶戯をしていた57が、政府の方針により、芸能の集団化が

すすめられ、更に文化大革命と続いた時期には、舟山市文化局所属芸人として語り物

の「走書」（註 59 参照）や、越劇の俳優などをしていた。文革収束後、個人の戯班

が自由に上演できるようになり、木偶戯上演を再開した。侯恵義の略歴は以下の通り

である。 

表 4 侯恵義年譜（1927年—2014年） 

西暦 年齢 出来事 社会と関係ある出来事 

1927 

 

 

1941 

 

 

1944 

1947 

1948 

 

 

 

 

14歳 

 

 

17歳 

20歳 

21歳 

 

・定海区紫微郷侯家村で生まれる。父と祖父は左官。 

・大叔父の侯祥寿（1885年頃生）の木偶戯上演につい

ていく。 

・定海区塩倉の葉顕昂（1898年生）に弟子入り。 

・舟山木偶同行会入会。 

・越劇団で見習いもする。 

・木偶戯班を立ち上げ、上演を始める。 

・金塘出身の包秀梅（1927年生）と結婚。 

・長男侯国平誕生。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・1949年中華人民共和国成

                                                           
57 1961年以降の経歴は第 4章に詳述。 
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1952 

 

 

1959 

 

 

 

1961 

 

 

1966 

 

 

 

 

 

1972 

 

 

 

 

 

 

 

 

1984 

 

 

1995 

1998 

2014 

 

 

 

25歳 

 

 

32歳 

 

 

 

34歳 

 

 

39歳 

 

 

 

 

 

45歳 

 

 

 

 

 

 

 

 

57歳 

 

 

68歳 

71歳 

87歳 

 

 

 

・個人による木偶戯班を定海県文教科（現在の舟山市

文化局にあたる）58に登録し、上演の許可書をもらう。 

・長女侯雅飛誕生。 

・木偶戯上演には、侯雅飛を連れて行く。 

 

 

 

・「舟山曲芸隊」59団員に選ばれ、木偶戯の上演をやめ、

語り手として「走書」を始める。侯国平は、曲芸隊で

臨時雇用の二胡の伴奏に雇われる。 

・侯国平は伴奏を辞めて左官になったため、侯雅飛が

二胡の臨時伴奏者となった。 

・紅衛兵の「抄家」（家宅捜査）を恐れて、解放前に使

った木偶戯の舞台や道具、脚本などを自ら焼却。 

・文教局の指示によって舟山地区越劇団に派遣され、

越劇の俳優として革命現代模範劇を演じる。 

・曲芸上演が再開され、「舟山曲芸隊」に戻る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・文化局を退職し、家族で侯家班を立ち上げ、木偶戯

の上演を再開。上演の固定成員は侯恵義、侯雅飛、顧

国芳（婿）。 

・この頃、隠退して、時々伴奏の鼓板を担当。 

・長男の侯国平が副伴奏として侯家班に加入。 

・死去。 

立。 

・1950 年 5 月 17 日舟山群

島解放。 

 

 

 

・舟山県文教局（現在の舟

山市文化局にあたる）所属

の「東昇木偶劇団」と「舟

山曲芸隊」が設立される。 

 

 

 

・文化大革命開始、木偶戯

は「四旧」として批判され

る。 

・木偶戯の上演はすべて禁

止。 

 

・木偶戯はこの時期まだ再

開の許可が出ていない。 

・1979年、舟山地区文教局

所属の「新放木偶劇団」成

立。 

・1980年、長女の侯雅飛は

「新放木偶劇団」に加入、

ただし文教局所属の正式

な団員ではない。 

・「新放木偶劇団」解散、

侯雅飛は退団。 

 

                                                           
58ここの「定海県」は現在の舟山市にあたり、解放後に何度も行政区画の変化（第 1章図 4参照）があ

ったため、後述の「舟山県」「舟山地区」「舟山専区」も同様。 

59 曲芸とは語り物の総称で、舟山曲芸隊には主に「唱新聞」と「走書」の二種がある。「唱新聞」は楽

器と語りとの二人一組の語り物で、地元の事件や時事のニュースなどを語って、町を門付けして回る。

語り手は目が見えない人が多い。「走書」は、伴奏と語りの二人一組で伝統的な歴史物語などを語る芸

能である。語り手は舞台を歩きながら、二胡の伴奏で語る。 
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１ 布袋木偶芸人の養成 

 

侯恵義が生まれた定海区紫微郷は舟山島の西側に位置し、侯家（聯勝）・狭門・永

豊・紫微・墩頭など 15の行政村からなる広さ 32.2 平方キロメートルの農村地域であ

る。住民は 1万人あまりで、解放前には主に農業に従事し、左官や大工などの職人も、

借地で農業をしていた。 

侯恵義は一人息子で、父は左官だった。家族の中で大叔父の侯祥寿が木偶芸人だっ

た。侯恵義は木偶戯が好きで、小さい時から、よく侯祥寿の上演について行った。 

 

（１）最初の師匠―大叔父の侯祥寿（1885 頃-1943） 

 

侯祥寿は寧波の奉化から舟山に巡演してきた朱潭山（1847 年頃生）の二代目の弟子

である。朱潭山は三十数歳の時に、舟山で三人の弟子―邵恵義（定海金塘）、張慶発

（岱山長涂）、王阿位（普陀朱家尖）を取った。侯祥寿はこのうちの邵恵義の弟子で

ある。邵恵義の弟子には、ほかに沈阿福、馬小原、葉顕昂、朱三星、丁信芳、陳宝金、

張賢祥がいて、侯祥寿と同じ定海の出身であった。 

侯祥寿及びその同時代の木偶芸人が行っていた木偶戯は、舞台や道具、伴奏に用い

る打楽器などを扁担、即ち天秤棒で担いで移動する扁担戯である。その上演はすべて

一人で行い、芸人は人形を操りながら語ったり、足で打楽器を打ったりした。当時の

舞台と人形は大陸の寧波から購入したものだったという。上演は定海区各地のほかに、

普陀の沈家門や嵊泗県の泗礁島や黄龍島にも行ったが、寧波など大陸側には行かなか

った。上演の依頼は願解きが多く、そのほかに、娯楽としての上演もよくあった。娯

楽としての上演は、漁民の漁が暇で、農民も田植え後の農閑期になる夏に行われるこ

とが多かった。人々は金を集めて、夕涼みに上演を依頼した。これを「兜（攏）戯」

と呼ぶ。漁村では、夏に海辺で豊漁を神に感謝するための「謝洋戯」もした。上演を

始める前には、悪い物が近づかないように爆竹を鳴らす。爆竹を鳴らすのには、芝居

があることを近在の人々に知らせて、観衆を集める意味もあった。演目には 1回 3，4

時間の長さで、1-2回で終わる「宝蓮燈」「珍珠塔」「馮世恩出考」「真仮駙馬」60な

どがあったが、何日間も連続して上演できる長編はなかったという。 

侯祥寿は侯家の次男であったが、一生結婚しなかった。両親が亡くなると兄（侯恵

義の祖父）の一家と一緒に暮らして、舞台、人形、道具箱なども侯恵義の家に置いて

いた。侯祥寿は上演が終って暇があれば、舞台を家に置いてから山に柴刈りに行った。

                                                           
60 「宝蓮燈」：天帝の娘である三聖公主と書生の劉彦昌の間に生まれた沈香がおじの二郎神によって華

山・蓮花峰の下に閉じ込められた母を、山を劈いて救う物語。「珍珠塔」：家運が傾いた孫方卿は科挙

を受けるため、叔母に借金を申し込んで断られたが、従妹の援助で状元になり、最後に従妹と結婚する

物語。「馮世恩出考」：書生の馮世恩は科挙受験の途中で荷物を盗まれるが、従兄弟に助けられ、最後

に状元になる物語。「真仮駙馬」：状元の董文伯は公主の夫に選ばれたが、事故死したと伝えられたの

で、双子の弟の董文仲が身代わりになって公主と結婚する。しかし、のちに兄が無事に戻り、その身代

わりの事実が皇帝に知られて、兄は皇帝に殺され、弟は発狂する悲劇。但し、木偶戯では悲劇を演じな

いので、この演目を上演する場合には、大団円となるように改変して上演されたと思われる。 
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侯恵義は、子どもの時、大叔父に従って上演を手伝ったり、柴刈りを手伝ったりして、

過ごした。 

侯祥寿は 1900年頃から木偶戯の上演を始めたが、1945 年頃に喘息のために上演を

辞めた。その後、舞台などの道具類は順満塗島出身の劉満に売り、娘一人の子持ちの

女性と定海道頭で同棲し、果物の露店を開いた。1953年、死去。死後、遺体は侯家の

墓に埋葬された。 

 

（２）弟子入りと舟山木偶同行会（ギルド） 

 

1941 年、14歳の侯恵義は木偶戯の芸人になることを決めた。木偶戯の芸人になる

にはまず弟子入りする必要がある。当時、大叔父の侯祥寿は病気のために、もう木偶

戯を止めようとしていたので、侯恵義を隣の郷の塩倉の弟弟子の葉顕昂（1898 年生）

に紹介した。 

葉顕昂は、訪ねてきた侯恵義を見て、この子は利口で、唄うのもうまいから、必ず

一人前の芸人になれると確信したが、一人っ子なので、上演にあちこち連れ回しても

いいのかと父に聞いた。父は、どうせ自分のように左官になるなら、木偶戯のほうが

金を儲けやすいから、と頼んだ。こうして、侯恵義は葉顕昂に弟子入りすることが決

まった。 

弟子入りする時には、弟子側と師匠側の双方が信頼できる保証人が必要であるが、

侯祥寿がその保証人となった。師匠と弟子の関係は、契約書（「関書」）の作成で成

立する。契約書を作る時には、師匠、弟子、弟子の親と保証人が出席し、署名する。

赤い紙の契約書には、①弟子が三年以内の上演で得る収入は師匠の所得とする。②特

別な理由なく家に帰ることを禁じ、途中でやめることはできない。③災害や病気の際

は、天命に従う。（つまり、師匠は責任を負わない）④弟子入り期間中に逃げだした

場合は、双方ともに探す責任を持つ。⑤弟子入り期間を終えると、師匠に謝礼する。

などの規定が書いてあり、表紙にはめでたい意味で「関書大発」と書いてあった。 

当時の定海には舟山木偶同行会（木偶戯の同業組合、ギルド）が結成されており、

団員は 40名ほどで、侯恵義は弟子入りする際に、同行会にも入会した。入会すると

きには、国民党政府からの「同行単」（同意書）が必要だった。 

同行会には会員から選出された「総柱」（会長）と「東柱」「西柱」「南柱」「北

柱」（各地域の責任者）がいた。1943 年頃、侯恵義が入会した当時の各柱首は以下の

通り。 

「総柱」→沈阿福（定海干 ） 

「東柱」→張慶発（岱山長涂） 

「西柱」→葉顕昂（定海塩倉） 

「南柱」→丁信芳（定海冊子）→張恵願（定海呉榭） 

「北柱」→陳宝金（定海三江） 
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各柱首はそれぞれの地域の木偶戯班を管理する。年 1回舟山各地の木偶芸人は集合

し、総会を開く、会費も必要だった。総会は夏に三日間行われ、食事などは自己負担

だった。総会の場所に泊まり、当時の芸人はすべて男性だったので、一人一枚、板を

並べて泊まったという。その三日間、ほとんどの時間は師匠たちが物語を語ったり、

技を伝授したりした。全力を尽くして芸を若い人に教えるのは師匠たちの任務で、技

を隠して教えないことは許されなかった。それに対して、師匠に礼を尽くすのも若い

芸人の基本的な認識であった。例えば、師匠が家に訪ねてくれば、１泊 2食を提供す

るほか、旅費も用意しなければならない。その時は上演の依頼があっても断らなけれ

ばならない。自分の師匠はもちろん、同行会の師匠たちにも同様だった。東柱の張慶

発は曽て侯恵義の家を訪ねてきたことがあるという。 

同行会の会員として、様々な条例を守らなければならない。例えば、①上演をしっ

かり行い、ごまかしてはいけない。②上演に行くときは匪賊とかかわることや、悪い

事をしてはいけない。木偶戯芸人に恥をかかせることになるので仲間から非難される。

③上演の料金は市場価格で、ゆすりは許されない。④芸人仲間には序列があり、師匠

と弟子、兄弟子と弟弟子ははっきり区別される。以上の条例に違反することがあれば、

責任を問われた。弟子が条例違反で処罰されれば、師匠も総会の会場で謝らなければ

ならない。 

 

（３）越劇団での見習いなど 

 

木偶戯の弟子入り期間は三年だった。この三年間は技を習うため、師匠の使用人と

して遇されるのが普通であった。例えば、隣の郷の石礁の木偶芸人の黄其善

（1944-2015）は弟子入りの時に師匠の赤ちゃんの世話をしたり、尿盆を綺麗にする

など師匠の家の仕事を手伝わされたりしたという。しかし、侯恵義は子供のころから

侯祥寿の上演について行ったので、木偶戯の基礎を習得しており、また侯祥寿との関

係で師匠に可愛がられて、弟子入り期間の苦労も特になかったという。弟子入り期間

には、木偶戯の上演があれば師匠について行ったが、正月以降約半年間はほとんど暇

なので、その時間を利用して当時流行していた越劇を習うことを希望し、許された。

越劇を習って木偶戯に活用しようと考えたという。 

1940 年代になると、舟山布袋木偶戯には様々な変化が見られようになってきた。 

越劇の旋律と唱腔（節回し）を取り入れたのはその一である。当時定海で盛んに行わ

れた越劇は、紹興の新昌、嵊県などから来たもので、その繊細かつ抒情的な旋律と唱

腔と舟山の方言に近い言葉が、観衆の人気を集めた。侯恵義も越劇の旋律と唱腔に憧

れて、越劇を習う決心をした。よそからやってきた越劇団では俳優が足りなくなるこ

ともよくあったため、侯恵義は臨時の俳優として雇われ、正旦（立女形）を演じ、越

劇でよく使う唱腔を身につけた。 

 おそらくこの頃もともと一人で上演していた木偶戯は、メロディーが付けられ、人

形を操りながら語る主演の後ろに一人か二人の伴奏がつくようになった。すると、主

演は人形の操作と物語の内容に専念できたし、伴奏があれば豊かな音声の表現や雰囲
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気を盛り上げる効果もできた。木偶戯の上演に伴奏者が必要になったので、二胡、三

弦などの楽器を修業する伴奏専門の芸人も増えた。侯恵義の父のいとこの侯根連

（1926 年生）も、木偶戯の伴奏者を目指し、楽器を修業した。侯恵義は木偶戯の主演

を目指したが、伴奏で使う二胡や三弦なども越劇団の伴奏者たちに教えてもらった。 

 木偶戯の演目にも変化があった。もともと 1,2回分の長さしかなかったが、「走書」

の演目の影響を受けて、何日か連続で上演する演目もできた。一方、民国以降出版活

動も盛んになり、「隋唐演義」「月唐演義」「楊家将」61などの歴史通俗小説も露店

などで買えるようになった。舟山の木偶芸人はそれらの本をもとにし、それに滑稽な

言葉を入れたり、モチーフを増減したり、木偶戯の上演に合う幕を作ったりした。 

 

２ 解放前の上演について 

  

1944 年に弟子修業期間を終えると、侯恵義は侯根連（1926 年生）を主伴奏、墩頭

村の黄善再（生没年不詳）を副伴奏として三人で木偶戯班を立ち上げ、上演を始めた。

上演の注文がない時には、師匠の世代と同様、舟山の島々を回ったという。しかし当

時は戦争状態が長く続いており、1945 年日中戦争が終っても、引き続き国共内戦とな

り、上演には、身の安全も考えなければならなかった。侯恵義は 1949 年には、木偶

戯を止めようかと考えたが、子供が生まれたり、親が高齢になったりしたため、木偶

戯を続けるほかなかったという。 

一年の後半、旧暦七月から次の正月あけ二月までの半年間は上演の注文が多い時期

で、特に正月期間は注文が多かった。それで、同じ日に注文が重なると、木偶戯班を

とりあう「搶台」（舞台を奪う）事件も起きた。ある年、紫微狭門出身の人が大晦日

の上演を頼みに侯恵義の家を訪ねてきた。ところが、すぐ続いて、岑港からも三人、

大晦日の上演を注文しようとやってきた。その時は、まだ先の人との上演は決定して

いなかったが、最初の注文者が優先されるという理由で、後からきた三人は諦めるし

かなかった。 

侯恵義は専業の木偶芸人であったから、注文が少ないときには、周りの島々に巡演

に行ったが、専業ではない木偶芸人はその間は農業など他の仕事をした。注文の内容

は大叔父の時とほとんど同じだったという。 

 

（１）日中戦争時期の願解き 

  

侯恵義が一人前になって上演を始めた 1944 年の秋、まだ日中戦争62の際中だったが、

侯恵義は共産党の指導による人民武装部隊の隊長の徐小玉（1908-1955）63から願解き

                                                           
61 宋の建国に貢献した楊一族の活躍を描いた物語。北京の京劇や四川の川劇、湖北・湖南の漢劇、陝西

の秦腔、湖南の湘劇、江西の贛劇など様々な地方劇でも演じられ、人気を博した。 

62 日本海軍（約 1400 人）は 1939年 6月 23日に沈家門に上陸し、7月 17日まで舟山全域を占領した。

1945年 10月撤退。 
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の木偶戯上演の注文をうけた。徐小玉の部隊は大榭島（現在は寧波鎮海に属す）の東

嶴に駐留していた。戯班を呼びに来たのは大榭島出身の中年の婦人で、そこの「領班」
64、つまり木偶戯上演の連絡や料金を集める仕事を担当する人だった。 

 徐小玉の注文は願解きで、日本軍との戦いに願をかけたので、芝居を頼むといった。

上演は「領班」の家で行い、一週間続いた。侯恵義らの食事も宿舎も徐小玉が提供し

た。「領班」の家は 4部屋あり、その一部屋は徐小玉が借りて、妻と住んでいた。侯

恵義らも「領班」の家に泊まって、食事は徐小玉らと一緒にした。料理は冬瓜のスー

プなどの家庭でよく食べるもので、食事の世話は勤務兵がしていた。 

 

（２）島外での上演 

 

舟山では共産党政権が成立する直前 1949年に、舟山にいた国民党軍による「抓壯

丁」と呼ばれる拉致事件が起こった。そのきっかけは、1945 年 10月国共内戦が始ま

った時に舟山に派遣した 14万の国民党軍を、すべて台湾に撤退させるという蒋介石

の指示だった。当時、舟山の国民党軍では、兵士は戦争で死亡したり、逃げたりして、

すでに 1万人あまり減っていた。しかし、軍では国民党政府から全額の俸給をもらう

ために、その事実を隠していた。そこで、その足りない人数を埋めるために、1万あ

まりの舟山住民を拉致し、台湾に連れていった。「抓壯丁」は 1949年 11月から 1950

年 5月まで続いた。 

壯丁とは壮年の男で、これが拉致の対象となっていた。当時 22 歳の侯恵義は「抓

壯丁」をまぬかれようと、舟山を離れ、寧波の鎮海や祁門に行って巡演した。頼まれ

た上演は「兜（攏）戯」が多く、料金は米であれば、二人の伴奏を含む一日分が 20-25

キロだった。大工や左官が一日 4キロだったから、それよりよかった。上演後もらっ

た米はそこの市場で市価より少し安く売る。鎮海で共産党のスパイと疑われ、警察に

捕まえられたが、翌日、無実とわかり、釈放されたこともあったと言う。 

鎮海での上演は 15日続いた。その後、余姚の黄家埠に行って 9日間上演を行った。

そこの上演が終る前に、共産党の指導による新四軍65の若い人がこっそり訪ねて来て、

四明山66に行って上演をしてほしいと頼まれた。舞台や道具箱などの運搬も任せ、食

事や宿泊も提供された。侯恵義によれば、当時新四軍が駐留していた四明山には商店

や労働組合もあり、兵士は小人数の隊に分かれて、山のあちこちに駐留していた。そ

                                                                                                                                                                      

 
63 徐小玉は普陀沈家門出身の漁民で、日中戦争中、魚の輸送業を営みながら軍需品の輸送にも携わって

いた。1942年から共産党の指導による定（海）象（山）遊撃指揮部に編入され、日本軍と戦った。日中

戦争終了後、国民党の指導による定海県刑警隊副隊長になったが、国民党の重税などに不満があったの

で、1946年再び輸送業を始めた。その後、地元の運輸業者を結集して民衆のために国民党と戦った。1947

年 6月共産党軍に編入。 

64連絡係、村人の代表として収金の管理などを行うが、正式な役職ではない。 

65 日中戦争期、中国共産党の指導のもとに編制された軍隊。「国民革命新編第四軍」の略称。1947年 1

月から人民解放軍（華東野戦軍）の構成部隊となった。 

66 寧波の西方に位置し、天台山から北東方に連なる山一帯をいう。 
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のため、侯恵義らは一か所一か所を回って上演することになっていた。一か所で上演

を行うと、他のところの兵士もみんな腰掛を持って芝居を見に集まって来た。上演は

夜に行い、乾燥した竹を燃やして、灯りにした。上演が終ると、宿泊場所に戻り、翌

日また別のところに行く。演目は愛国戯と呼ばれた「楊家将」を選んで、十数日上演

した。上演が終ると、新四軍では米が少ないと言うので、料金は金で払ってもらった。

四明山で上演した後、鎮海・余姚を再び回って、正月に帰宅した。「抓壯丁」はまだ

続いていた。しかし、まもなく侯恵義が新四軍のために芝居を上演したことが郷政府

の知るところとなり、また舟山を逃げだした。四明山に行って上演したり、鎮海や余

姚などを巡演したりした。その間、誰にも知られないようにこっそり夜、帰宅したこ

ともある、と言う。5月 17日、舟山が解放されるまで、このような状態が続いた。 

 

 以上、舟山解放前に活躍していた専業木偶芸人の侯恵義がどのように弟子入りして

一人前になったのか、戦争時に上演をどのように続けていたのかについて述べた。そ

の経歴には舟山布袋木偶戯の歴史が現れている。木偶戯は昔寧波で盛んであったとい

うが、現在は記録も残らず、詳細は分からない。 

侯恵義が述べた木偶戯に関するギルドは、現在まで具体的な資料は見つかっていな

い。中国民間芸能に関するギルドについて、『中国曲芸志』（中国曲芸志全国編集委

員会 2009、浙江巻「行会・協会」465 頁）では浙江省麗水市の縉雲県鼓詞行会（明代

嘉靖年間〈1522-1566〉）と金華市武義鼓詞行会（明代〈1368-1644〉の中期）が最初

で、そのほかに杭州市評話芸人の「杭州評話社」（清道光 19年〈1839〉成立）、寧

波市四明南詞芸人の「崇徳社」（清道光年間〈1821-50〉成立）、杭州市攤簧芸人の

「恒源集」（清咸豊年間〈1851-61〉成立）、寧波市走書芸人の「杭余社」（清光緒

年間〈1875-1907〉成立）、永康市鼓詞芸人の「初十班」（民国 20 年〈1931〉成立）

など 18 項目67を挙げている。これらのギルドのうち、半分以上は会長（行頭、会頭、

理事長などとも呼ぶ）を持っており、会議や行会の規則、会費などがあったことも記

す。また、それぞれの行会はその業界の秩序を維持したり、芸人の演技を上達させる

ために、芸人たちは例会で演技交流をしたり、語り物を練習したりしたことも記して

いる。また、唐雅敏（2011）の「晩清呉地郷土芸人行会組織機制与作用研究」（1、

11-12頁）では、職業的行会から説唱（語り物）芸人の行会を特別な一種として抽出

し、呉地方における蘇州評弾68の「光裕公所」（乾隆 41年〈1776〉創立）を中心に研

究し、ほかの職業と比べると、語り物の行会はその商業性と芸術性の両方あることが

特徴で、芸人の経済的な利益を守る一方、芸の精進や後継者育成などのためにも重要

な役割を果たしたと述べている。 

侯恵義の話から、舟山木偶同行会も上述した民間芸能のギルドと同様の活動をして

おり、舟山木偶同行会も上述した語り物の行会の影響を受けて成立したのではないか

と考えられる。 

                                                           
67 この 18項目は民国時代及びそれ以前に結成された行会組織である。 

68 評弾は蘇州評弾ともいい、二三人で琵琶や二胡、三弦などの伝統楽器を弾きながら、蘇州方言で物語

を歌い語る芸能。 
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侯恵義の話から、侯恵義が一人前の木偶戯芸人となって、独立して上演を始めた

1940年代初めころに、舟山の布袋木偶戯の上演形態が、現在のような主演は、もっぱ

ら人形遣いと語りだけを担当し、その後ろに、伴奏が別に 2-3人つく形が生まれたこ

とがわかる。  

 最初木偶戯を舟山に伝えた朱潭山は、人形遣いと伴奏をすべて一人で担当していた

といわれるが、その時の上演実態についてはよくわからない。あるいは現在も、泰順

や蒼南などで行われている一人遣い木偶戯のような形式だったのかもしれない。（写

真 23-24参照）侯恵義の話から、朱潭山の二代目の弟子である侯祥寿、即ち侯恵義の

大叔父の上演は、扁旦（天秤棒）で舞台を担いで移動し、人形を操りながら語ったり、

足で打楽器を打ったりしていた。つまり人形の操作と語りもすべて一人で行う扁旦戯

であった。当時の舞台と人形は大陸の寧波から購入したと言う。侯祥寿は 1905 年ご

ろから 1940 年ごろまで木偶戯をしていた。この扁旦戯は現在、舟山では実際に見ら

れないが、参考として写真 25を挙げる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 25 芸人（黄朱璜）が扁旦（天秤棒）で舞

台を担ぐ様子 

註：浙江省蒼南の一人で上演する木偶戯－「単

档木偶戯」（楊思成撮影） 

 

写真 24 坐って人形遣いと伴奏を担当する（泰順） 

（瀬田充子撮影）右上 

写真 23 一人遣い舞台の正面（泰順） 

（瀬田充子撮影） 
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侯恵義が侯祥寿について行って上演を見たのは 1930 年代の中期である。当時、侯

祥寿は一人で行う扁担戯をしていた。しかし、同じく最初は一人で上演する扁担戯の

芸人だった侯恵義の師匠は、40年頃には 1人の伴奏者をつけるようになっていたとい

う。30 年代、舟山は漁業基地として栄え、寧波や紹興、蘇州、安徽などからの様々な

語り物や地方劇の上演も盛んに行われていたことは既に述べた。布袋木偶戯もこの影

響を受け、演目や節回しが増え、また舞台も豊かな表現ができるように少し大きくし

たり、更には、人形遣いの後ろに、1人か 2 人の伴奏がつく 2-3人で行う形が生まれ

たのではないだろうか。 

また、筆者は六横島在住の元木偶戯の伴奏者であった周紀根（1923年生）に主演 1

人と伴奏者 1人の上演形式について話を聞いた。周は 20歳頃、即ち 1943年頃に半職

業で木偶戯の伴奏者をしていた。当時は主演 1人と伴奏者 1人で上演が行われていた

という。当時の主演は蝦峙島の出身で、住むところも蝦峙島であったが、主演が六横

島に巡演を行うときに、周紀根が一緒について行く。上演については、話を詳細に聞

けなかったが、願解きのために上演する場合が多く、演目には「紅蛇伝」と「三開玉

梅」があったという。さらに、筆者は岱山の長涂島大沙河を訪ねたときにも、朱彩雲

（1929 年生）というおばあさんから、当時（10歳頃）主演 1人と伴奏者 1人の上演

を見た、という話を聞いた。 

以上の話から、1940 年代には、主演と伴奏の分業が始まっていたことは、間違いな

いだろう。一人か二人の伴奏がつくようになると、主演は人形の操作と物語の内容に

専念できたし、伴奏があれば豊かな音声の表現や雰囲気を盛り上げる効果もできた。

侯恵義は木偶戯の主演を目指したが、伴奏で使う二胡や三弦などを越劇団の伴奏者た

ちから教えてもらった。木偶戯の演目にも変化があった。もともと 1,2回分の長さし

かなかったが、語り物の影響を受け

て、何日か連続で上演する演目もで

きた。一方、民国以降出版活動も盛

んになり、「月唐演義」「萬花楼」

などの歴史通俗小説が露店などで

買えるようになった。舟山の木偶芸

人はそれらの本をもとにし、それに

滑稽な言葉を加えたり、モチーフを

増減したり、木偶戯の上演に合う幕

を作ったりした。 

侯恵義によれば、現在の舞台は

1930,40年代の一人で上演していた

当時の木偶戯の舞台を一人まるき

り大きくしたという。その当時の舞

台は文化大革命のときに燃やされ、

現在唯一残っているのは舟山市博

写真 26 民国時代の舞台（舟山市博物館所蔵） 

註：展示しているのは舞台の上半、即ち「台屛」と

「台沿」と呼ばれる部分と 30数体の人形で、道具

箱や楽器、及び附属品は残っていないという。 
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物館に展示されている。幅は現在より 15センチ短く、高さも 20センチほど低い。飾

りの模様は現在より精細に見えるが、形はほとんど同じである。 

 侯恵義や鄭明祥の師匠の時代には、舞台も人形も寧波から購入したものという。大

きくした舞台は、それを参考に舟山の大工や輿を造る職人に頼んで作ってもらった。

主役の人形は舞台に対応させ、少し大きくした。しかし、兵士や女中などの小者の人

形はそのまま使った。舟山では専門に人形頭を造る職人はいなかったので、仏像彫刻

職人に頼んだ。 

舟山布袋木偶戯は伴奏をつくようになって、人形の舞台もやや大きくなったが、見

られた観衆の数にはほとんど変化がなかった。 
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第２節 鄭明祥の話 

 

鄭明祥は普陀布袋木偶戯を代表する「鄭家班」69の座長である。鄭明祥は 1929 年上

海に生まれ、原籍は普陀の沈家門である。幼いころに病気をしたので、足が少し不自

由である。本当の父は上海で働いていた家具職人で、上海事変の時、鄭明祥は家族と

共に沈家門に戻った。上海事変の後、生計のために上海に戻った父は事業が失敗して、

自殺した。母は沈家門で再婚し、結婚の相手は木偶芸人である。鄭明祥は 15歳の時、

継父の勧めで木偶芸人となった。上演は父と共に地元の沈家門だけではなく、様々な

島を回って行った。政府の方針により、芸能の集団化がすすめられた時に、鄭明祥は

臨時に文化局所属の木偶劇団に雇われ、文革まで上演を続けた。文革収束後、文化局

の木偶劇団が再建され、鄭明祥は再び参加し、主演として活躍していた。1984 年、文

化局の木偶劇団の解散を機に、弟子たちと共に自らの個人戯班―「鄭家班」を回復し

た70。鄭明祥の略歴は以下の通りである。 

 

表 5 鄭明祥年譜（1929年—2014年） 

西暦 年齢 出来事 社会と関係ある出来事 

1929 

 

1932 

 

1937 

 

1939 

 

 

1943 

1944 

 

 

 

 

 

1952 

 

1959 

 

0歳 

 

3歳 

 

8歳 

 

10歳 

 

 

14歳 

15歳 

 

 

 

 

 

23歳 

 

30歳 

 

・上海生、原籍は舟山沈家門。父は家具職人、上海で

店を開く。兄一人の四人家族。 

・上海事変で一家は沈家門に戻る。父は上海で再興を

期すが失敗、自殺。 

・母再婚、継父の籍に入り、鄭姓になる。入塾（１年

半）。継父は人形遣い。 

・継父に二胡を習う。 

・「曲芸傀儡協会」に出入りし、「唱班」で二胡を弾く。 

・木偶戯班を立ち上げ、上演を始める。 

・木偶芸人周章に弟子入り、楽器は潘如明に弟子入り。 

・父に自分用の舞台をもらい、独立して舟山で巡回上

演を始めた。 

 

 

 

 

・個人戯班として「友好木偶劇団」という名前で沈家

門の文化館に登録。 

・他の劇団と連携して「定沈聯合木偶劇団」を設立。 

・12月から解放前に国民党と関係があったとして「管

 

 

・第一次上海事変（1932

年 1-3月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・1949年中華人民共和国成

立。 

・1950 年 5 月 17 日舟山群

島解放。 

 

 

・1959年県文教局（現在の

文化局）所属の「東昇木偶

                                                           
69 「鄭家班」は 2000 年から鄭明祥の弟子の潘偉慶（定海白泉出身）に譲った。 

70 1961年以降の経歴は第 4章に詳述。 
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1961 

 

1962 

1965 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1979 

 

 

1984 

2000 

 

2014 

 

32歳 

 

33歳 

36歳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50歳 

 

 

55歳 

71歳 

 

85歳 

制」（党の観察下に置かれる）。 

・県立の「東昇木偶劇団」に加入するも、正式な団員

にはなれなかった。 

・12月「管制」解除。 

・文化大革命開始前に沈家門に戻り、漁網を編む杼を

露店で売る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「新放木偶劇団」の正式な団員（主演）として加入。

多くの弟子を育成。現在、舟山を代表する人形遣い侯

雅飛も当時の弟子。 

・「新放木偶劇団」解散、弟子と個人戯班を再開。 

・隠退、弟子のために上演用のテキストを書く、人形

の服や帽子、道具を作る。 

・死去。 

劇団」と「舟山曲芸隊」が

設立される。 

 

 

 

 

・1966年文化大革命開始、

木偶戯は「四旧」として批

判される。 

・木偶戯の上演はすべて禁

止。 

 

・1972年木偶戯はこの時期

まだ再開の許可が出てい

ない。 

・1979年、県文化局所属の

「新放木偶劇団」成立。 

 

・1984年、「新放木偶劇団」

解散。 

 

１ 「曲芸傀儡協会」と「唱班」 

 

「曲芸傀儡協会」は普陀木偶芸人の集まりで、1920 年代に成立し、解放前まで続い

ていた。鄭明祥が 10歳頃に、協会には 13の木偶戯班が加入しており、専用の事務室

を借りていたという。事務室の壁には 13枚の竹の札が掛けてある。それは 13 の戯班

を表す。竹の札には班主の名前が書いてある。木偶戯をやってほしい人、即ち上演の

依頼者は直接芸人の家を訪ねる場合もあるが、そのほとんどは事務室から戯班を呼び

に行く。上演の依頼者は舟山島の定海や沈家門のほか、その周囲の小さい島からの人

たちも少なくなかった。事務室では、上演の注文があれば、上述した 13の戯班が順

番で上演に行く。竹の札の順番は、上演順でもあり、先に事務室に着いた人が先に上

演する。このようなやり方は「輪籌出戯」と呼ぶ。芸人たちは毎日夜が明けるとすぐ

事務室に行って早い出番を取るために待っていた。もし用事があって、途中で席をは

ずすと、その札は最後に置かれる。事務室で出番を待つ間に、芸人たちはお茶を飲み

ながら、雑談をしたり、技を研究し合ったり、のどを訓練したりしていた。協会には、

給仕が雇われていた。給仕の給料とお茶代は、上演が終った戯班がもらう上演料から

少しずつ出すのが決まりだった。 

夕食の後は、13の木偶戯班が 13の「唱班」に早変わりする。「唱班」は港に夜、

船を出して二胡、を弾きながら歌って客を招く商売である。その商売は輸送用の小船
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を借りて、沈家門港から魯家峙まで（200 メートル）の海上で行う。「唱班」の小船

は海を繰り返し回っていた。人形遣い手は二胡の伴奏を担当した。その他に、船頭、

語り手、鼓板を叩く人、つまみを売る人がいた。船頭以外は、皆若い娘であった。そ

の娘たちは、この仕事を口実に、身を売り、つまり売春である。しかし、船の中には

神様がいるので、翌日その娘の家に行くことを約束する。このような商売のため、け

んかなどの事件が起きた時には、権力を持つ人の後ろ楯が必要だった。当時、協会を

管理したのは国民党の士官を務める王宝金（不詳）だったという。当時の沈家門には、

国民党軍や日本軍、地元の漁民や福建省からの漁民などがいて、大漁の季節になると、

大勢の人がそこに集まって来た。協会には木偶芸人のほか、40人の若い娘も属してい

た。その人たちは沈家門では金が儲かることを知って、農村から集まって来た。当時、

小さな沈家門には上海の賑やかさがあると言われた。「曲芸傀儡協会」の曲芸とは「唱

班」の活動を指している。 

鄭明祥は 14,5才の時、父の代わりにしばらく「唱班」に加わった。当時、運輸の

仕事をしていた兄が船頭で、鄭明祥は二胡の伴奏であった。 

 

２ 弟子入りの話 

  

以下、インタビューをもとに整理したものである。 

私は小さいころから足が不自由で、15歳の時、父の勧めで木偶戯を習い始めた。木

偶戯を学ぶなら、14,5 歳が一番いい年で、素直に勉強できるからだと父はこのように

言った。 

木偶戯を学ぶときには、自分の親が木偶芸人であっても他の芸人に弟子入りする必

要がある。これは我々の職業の決まりである。弟子入りをしなければ、どんなにうま

くできても「嘸師父」（師匠がいない）の芸人だと呼ばれ、馬鹿にされる。 

父が選んでくれた師匠は白泉出身の木偶芸人の周章であり、当時は沈家門に住んで

いた。周章は父と同じ普陀区の木偶芸人が集まる「曲芸傀儡協会」に入っていた。 

 弟子入りの儀礼はとても重要だった。初めて師匠の家に行く時、私は二つの「包頭」
71を持って行った。一つには干した竜眼、もう一つには干したライチが入っていた。

「包頭」を二つ送るのは、師匠と奥さんへの 2人分という意味である。そして、師匠

は「包頭」を一つだけ受け取って、一つは礼を返すという意味で返してくれた。しか

し、片親なら、礼を返す必要はない。なお、毎年、端午の節句には粽、中秋節には月

餅、正月には「包頭」を送ることになっている。 

 弟子入りをしたら、協会に報告する。 

「これは私の弟子だよ、面倒を見てくれるか？」と師匠は同業者たちに言った。 

協会の同業者に知らせないと、一人前になっても、「抓同行」ということをされる。

「抓同行」というのは、舞台や道具箱などをすべて奪うこと。つまり、お前の上演は

                                                           
71黄色の厚い紙で包んだ贈り物、重要な時に贈る。中身は干した竜眼、干したライチのほか、黒いナツ

メや赤いナツメなどもある。包みの上には、赤い紙で福など吉祥の文字が書かれている。 



 

61 

 

 

認めていないから、やめろということである。解放前は、木偶芸人の間でこの決まり

が厳重に守られていた。 

弟子入り期間は三年である。その間は報酬がない。うちは師匠の家に近かったから、

普段通う必要はなく、芝居があれば、師匠が私を呼びに来る。師匠の戯班には、私を

含め四人いた。「前台」（主演）は師匠で、2人の「後台」（伴奏）は臨時に雇った

者であった。一人が主伴奏で小鼓、小鑼、二胡と嗩吶を担当し、もう一人が副伴奏で

三弦と大鑼、鈸を担当する。私は鼓板を打つのを担当し、師匠の上演を手伝った。時々

二胡を弾くこともあったが、十分な自信がなかったため、小さい音で弾いた。師匠は

暇があれば、指導もしてくれたが、私の場合は父も木偶芸人だから、人形の遣い方に

ついてはほとんど父から教えてもらった。上演に出かけると、昼食は木偶戯を頼んだ

家が招待し、夕食は家に帰って食べた。このように、師匠に従って上演したのはおよ

そ半年ぐらいだった。翌年、「唱班」の潘如明のところに弟子入りして楽器の修業も

した。 

 

３ 門付けで仕事する木偶芸人 

  

我々の仕事は本来は一軒一軒訪ねて芸を売る商売で、昔から「吃開口飯」（語りで

飯を食う、門付け）と呼ばれ、とても卑しい仕事だった。上演中に言い間違いをする

ことは、少しでも許されない。芝居の内容を間違えるのはもちろん、芸人自身の名前

を言い間違うこともできない。観客は注意深く芝居を見ているため、少しでも間違う

と、すぐに気が付く。大騒ぎになれば、観客に謝るしかない。ときには、芝居１回を

罰として無料で上演した。こういうことがあるから、観客は面白がって、注意深く私

たちの上演を見ていた。一方、私たちは衆人の前に身をさらすから、自らの言動に注

意し、粗野なことやいいかげんなことは言えない。 

ある時、大榭島では「李太后回朝」72の上演を頼まれた。しかし、この芝居はあま

り上演しないので、私は物語を急に思い出せなくて断った。その晩、私はその芝居の

内容を必死に思い出した。何日かのちに、別の村落から来た人もこの芝居を頼んでき

たので、私は承知した。上演当日、最初に頼んできた客もそこに芝居を見に来ていた。

すると、その人は、 

「この芝居は私が頼んだときは断ったのに、そこでは上演するのか」と怒った。 

誤解を解く暇もないうちに、その人は手で私が持っている大鑼を叩いた。大鑼が古

くて真ん中に穴があいていたので、その人の指が穴に突き刺さって、流血の騒ぎにな

った。最後には、「当頭人」73の説得で、ここで上演した後、向こうの村にも上演しに

行き、その 1回目は謝罪として無料で上演することに決めた。 

                                                           
72 裁判物として名高い包公劇の一つ。狸にすり替えられた皇子が二十年後、名判官包公のおかけで実の

母の李太后と再会する団円劇。 

73 侯恵義が語った「領班」とほぼ同じだった。 
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我々は「曲芸傀儡協会」に注文が入ってから上演に出ていくのが普通だったが、自

分から桃花島や六横島、蝦峙島、泗礁島、普陀山などの島に行って注文を取る場合も

ある。 

島に着くと、私たちはその島の最もにぎやかな場所に舞台や道具箱などの荷物を置

いておく。上演料を聞きにくる人がやってくると、私は「今夜は無料で、食事と宿泊

先があれば十分です。明日の分からお金をいただきます。」と答える。島の人々は芝

居を見るのが好きで、サービスもあると聞くと、とても興味を持つ。熱心な人は、み

んなで「兜攏戯」をやろうと誘い始める。「兜攏戯」というのは、島（村）の何軒か、

或は十何軒の家がお金や食べ物などを集めて上演を依頼することだ。島ではよく「兜

攏戯」というやり方で上演した。 

しかし、島に行っても注文が取れない時もあった。その場合、島の中を荷物を担ぎ

ながら、山を超えて家を一軒一軒回るのが大変だった。運が悪いときは、一日歩き回

っても注文が取れずに日が暮れて、野宿するしかない。運がよければ、無人の小さい

廟を見つけて一晩を過ごした。時には持参の食糧もなくなって、空腹のまま早く注文

が取れることを祈るしかなかった。注文がないのに、宿泊だけを民家に頼むことはし

ない。もしそうすると、上手ではないと誤解され、軽視されるからだ。その結果、ま

すます注文が取れなくなる。 

注文を取りに家を訪ねる時は、聞き方がとても大事だった。一般には、事件が起こ

った家では（厄払いのために）木偶戯を頼む。それで、何もない家に「小戯文をしま

すか？」という聞き方をすれば、不幸をもたらしたように不愉快な気持ちにさせてし

まう。そのため、訪ねた家の事情が分からない時は「発財戯をやりませんか？」と聞

けばいい。これは木偶戯をすれば、金がもうかることを言っているわけだから、尋ね

られたほうも喜ぶことになる。 

 

４ 木偶戯の上演 

 

（１）干しイモや卵などを上演料とする 

小さい島の住民はほとんどが漁師である。普段男性は漁、女性は農業をしていた。

しかし土地がやせていて、米など農作物の収穫は多くない。そういう小さな島には木

偶戯班はほとんどなかった。島で上演をするのは一般に「做島戯」と呼んだ。島の人

たちが定海や沈家門に木偶戯班を呼びにくるのは珍しいことではなかった。上演には

ほとんど三人組で行った。舟山本島で上演をするときは父と別にそれぞれ伴奏二人を

雇っていた。それらの島に行くときは父と一つの戯班を組み、伴奏一人を雇った。 

 

私が上演を始めたばかりの年、蝦峙島の「当頭人」、つまり芝居上演の連絡を担当

する人が我々の戯班を呼びに来た。それで、いつ上演するとか、どこで上演するとか、

何日間、或は何回上演するかなど様々な打ち合わせを行った。最後に料金を決める時、

「当頭人」は言いにくそうに、 
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「ほら、晩稲を植えたばかりで、島の人々は今、手元にお金がないので、料金は晩

稲74で払ってもいいか？一人一日一斗（12.5キロ）の目安で、舞台の分も半斗で計算

する…」と言った。 

もしそうすると、一日上演したら、私と父二人なら、二斗半の籾米がもらえる。三

日間75上演するなら、七斗半の籾米がもらえる。これは悪くない。そう考えて、父は

すぐに蝦峙島での上演を承知した。島に行くとき、私と父は一つの舞台を持っていく。

島で上演するのには三人が必要で、私は人形遣い、父は伴奏するので、ほかにもう一

人の伴奏を雇う。 

 しかし、籾米で払うと言っても、すぐにはもらえない。晩稲はまだ田んぼで成長し

ている最中だ。収穫した後、はじめてもらえる。当時、島民は信用できたから、収穫

後、運送業者76の兄が蝦峙島に行って、約束通りに、すべての籾米を受け取った。脱

穀してみると、赤い色の「花紅米」77で、香りもいいし、おいしかった。しかし、う

ちではそんなに多くの米は必要ないので、隣人にその米を市価よりも少しやすく売っ

た。 

 その仕事を担当するのは、地元の「当頭人」であった。米や干しイモなどを集める

量が多い場合は、三四人の「当頭人」が必要だった。「当頭人」らは麻袋を持って一

軒一軒回って食べ物を集める。これはまるで地主が年貢を取り立てるようだ…（笑う）。

上演期間は三日以上、十日や半月ということもよくあった。 

ある時、桃花島の「当頭人」がうちにきて、「兜攏戯」をすることについて打ち合

わせをした。桃花島は山地が多く、さつま芋をたくさん植えていた78。それで、芝居

の料金は干しイモで払い、100キロで一日上演分とした。「当頭人」は既に 300 キロ

の干しイモを集めたと私に伝え、「まず三日間上演してね」と言った。言い換えると、

三日間の上演が終ったら、また続けてやる可能性があるということだ。演目を聞いた

ら、「当頭人」は「何でもいいから、賑やかな芝居をやってほしい」と答えた。 

 「賑やかでおめでたいものなら、少し長く演じてもいいか？」 

 「いいです。」 

最後に私たちのほうが演目を決めた。 

 すべての相談がまとまると、上演場所を知らされた。翌日、我々は舞台や道具箱を

担いで、船で島に行った。上陸して、上演場所を聞いたら、すぐ分かった。島が小さ

いから、どこで上演があるのか、上演の予定があれば、島中に知れ渡る。 

                                                           
74 舟山は二期作、晩稲が早稲より品質がいいと言われている。 

75 娯楽として上演する場合、長い芝居の連台本が望まれるのが普通だった。それで、芸人たちは自らの

経験から少なくとも三日間上演できると考えた。 

76 普陀にある沈家門港は昔から漁船の避難、食物の補給、水産物の運輸などの中心であった。当時、個

人で船を持ち運送業を営む者がたくさんいた。鄭明祥の兄もその一人だった。 

77 コメの品種、赤い斑点を持つのが特徴で、少ししか栽培されていなかった。 

78 桃花島の主要農産物はさつま芋である。米の不足をさつま芋で補って、干しイモにして、主食として

も食べる。 
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 そこに行ったら、私たちのために、舞台を立てる戸板と腰掛がちゃんと用意されて

いた。私たちは道具箱を戸板の上に置いて、舞台を立て始めた。道具箱の側面に天秤

棒を突き刺して、それから幕を上と下に掛けて、道具や人形を置く袋状のものを付け

れば、完成する。舞台を立てると、遣う人形を用意する。また、衣装や帽子を着せた

り、道具を用意したりした。 

三日間上演しても、まだ芝居は終わらない、続けてやるためにまた干しイモを集め

る。 

干しイモを集めるほかに、卵を集めることもある。卵二個で芝居 1 回分、つまり 3，

4時間の芝居になる。その当時は、卵がとても貴重なものだったので、酒やタバコも

卵で買うことができた。 

 何日上演するのかは、一般に先に決めたが、例えば三日間上演した後、更に延長す

る場合もしばしばあった。 

 ある時、私たちは嵊泗列島の花鳥島で上演した。島民は三日分の金を集め、「薛剛

反唐」79という芝居を望んだ。しかし、この芝居は三日間では終わらない。三日目、

私は観客に言った。 

「この芝居はたぶん半分までしか上演できない…」 

 「これは駄目だ、やめないで…」 

 「でも今日は最後の一日だ、今日やり終えたら、どうするか？」 

 「心配しないで、お師匠さん、私たちはもう１回集めてくるね。それで、あと三日

間やれば、終わるの？」 

 「それは分からない、なるべく最後までやる。もしお金が集まらないなら、芝居の

賑やかではない部分を端折って、最後まで演じようか。」 

 「そんなのは駄目だ。」 

 その時、一人の人が立ち上がって、 

「じゃ、三日分は私が引き受けよう」と言った。 

 結局、十五日間続けて上演した。 

 芝居を上演する金は、たくさんの家から集めるが、戯班の食事も各家が順番に担当

した。近所の人はみんな食事の担当になった家にやって来て、どんな料理があるのか、

互いに比較した。宿泊はその晩食事を提供した家が責任を持つ。我々は自分で布団を

持っていったが、招いた家がすべて用意してくれた。 

 小さい島では「賭戯」もする。農閑期および、休漁の期間、人々はする事がないと、

賭け事をした。勝った方は儲けた金の中から少し出して、小さな口を開けた竹筒に押

し込むのが決まりだった。このように貯めた金は「撮頭」「撮頭鈿」と呼ばれた。ひ

とつまみという意味だ。その金を木偶戯の上演料に使うので、「賭戯」と呼んでいた。

                                                           
79中国古典小説「薛家将」の一つ。「薛家将」は唐の建国を助けた将軍の薛一族、即ち薛仁貴・薛丁山・

薛剛の三代にわたる物語である。「薛剛反唐」は薛剛が皇帝の武即天と戦う話である。 
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賭博場での上演は、三日間以上の長い連台本も一日だけの短い単本戯もある。時には、

勝者が単独で金を出して、一日の上演を頼みに来ることもあった。 

 

（２）願解きから娯楽へ 

 舟山の人々は、願が叶ったら、木偶戯を上演する習慣がある。漁民の場合は、漁の

安全や豊漁、農民の場合は豊作を祈願する。また難産や火災、病気、家族の離散など

があった時に、それらを無事に乗り越えるための祈願もある。島民たちは、このよう

に様々な理由で木偶戯を神様に奉納する。特に難産、火災、海賊に襲われそうになっ

た時に、祈願する時には木偶戯の上演を約束すると、よく効くと言われている。 

 解放前、舟山にはたくさんの海賊がいた。夜になると、財物を狙って漁船を襲う。

ある時、沈家門外道頭の漁民は海賊の船に襲われそうになった。船長は仕方なく甲板

に跪いて、「神様、この災難から逃れさせてくださったら、小戯文を奉納いたします」

と祈った。不思議なことに、海賊の船は急に方向を変えて離れていった。港に戻るや、

船長は泥だらけの足のまま真っ直ぐに私の家を訪ね、 

 「早く一緒に来てくれないか…」と言った。 

 「1回いくらにするのか」と私は聞いた。 

 「いくらでも構わないから…」 

そうして、値段も相談せず、外道頭のある廟で木偶戯を上演した。 

 

 願解きは一軒の家で金を出すのが普通なので、その理由で上演する木偶戯は「個人

戯」「老板戯」80とも呼ぶ。しかし、時には何軒かの家で一緒に頼むこともある。頼

む人は隣人や親戚などの場合が多いので、互いに相談して、時間を決めて木偶戯班を

呼ぶ。 

 私は沈家門で十五軒の家から頼まれたことがある。その時は、一軒一軒を順に回っ

て十五日連続で上演した。金はその十五軒が別々に払ったが、芝居はみんな一緒に見

ていた。ある年、私と父は六横島で一日 3 回、八か月連続上演を行った。朝、日の出

から 10 時ごろまでが 1回目、昼ご飯が終ってから午後三時ごろまでが 2回目、休み

を取ってからまた上演が始まり、日暮までが 3回目だった。時々は 2回目をやらない

場合もあった。 

願解きをする時には吉兆を求めるため、「両頭紅」という習慣がある。これは上演

の最初と最後に空が赤く染まることだ。即ち、朝焼けで始め、夕焼けで終えるという

習慣である。 

 

ある時、秀山島の鄭家嶴のある老人が、昔掛けた願を解くために戯班を呼びに来た。

その老人は船で沈家門に上演を頼みにきて、自分が何年か前に経験した事件について

話した。鄭家嶴はすべて漁民で、ほとんどの家は漁船を持っていた。老人親子は、当

                                                           
80 老板は本来店の主人を言う、ここでは金持ちが頼んだ芝居という意味。 
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時一緒に漁をしていた。ある時、台風に襲われて、漁船は波に巻き込まれ、今にも沈

みそうになった。老人は甲板に跪いて、神様に「今回の災難を無事に乗り切れたら、

三日三晩81小戯文を上演します」と祈った。それで、老人親子は無事に戻った。 

これは何年か前に起きた事件だったが、神様に木偶戯を奉納する約束は守らなけれ

ばならないと老人は言った。 

「お師匠さん、『薛剛反唐』という芝居は上演できますか？」 

できるというと、老人は、 

「薛剛は唐を討伐し、最後に勝利を得た。この芝居はめでたい結末だから、願解き

と合わせて豊漁も祈願したい。」 

「準備の都合もあるから、何日上演を頼むつもりか？」私は聞いた。 

「三日。」老人は言った。 

「三日？『薛剛反唐』は長い芝居だから、どの部分からやってほしいか？」 

「閙花燈」82から初めて、三日間やれるところまでやってください。」 

この答えに対して、私はちょっと迷った。 

願解きは必ず大団円の場まで演じるのが決まりだった。そうしないと、演じる者に

も頼んだ者にもよくないと言われている。 

しかし、老人はわざわざ船で秀山島からやって来たのに、断りにくいと私は思った。 

「じゃ、私たちは『閙花燈』からやって、三日間やれるところまででやめます。但

し、やめる時にめでたくない場面だったら、ちょっとめでたい場面をつければいいで

すか？」 

「それで十分だ。」 

三日上演の最後は、やはりめでたくない場面になりそうだった。私は「終わってい

ないところは短縮しましょう。」と老人に言った。 

「短縮しないで…」その場に見に来ていた大勢の人が私の提案に反対した。 

当時、老人一家のほか、隣人や隣の村落から老人や子供までみんな見に来ていた。

それで、ある人は「兜攏戯」をしようと提案した。みんなはその場でお金を集め、三

日分がたちまち集まった。それで、芝居はまた三日間続いた。しかし、三日演じても

終わらなかった。それに、めでたくないところでやめるとよくないので、どうすれば

いいか、私はこう提案した。 

「今度はやめよう、少し団円の場面を最後に演じるので、これで終わりにしましょ

う。こちらの家でも出して、皆からも集めたので、これ以上お金を集めるのは無理で

しょう…」 

しかし、多くの人はまた反対した。 

「それは無理だ、小戯文を途中でやめては駄目だ。」 

                                                           
81 「一日一晩」とは、一日 2回上演すること。 

82元宵節の灯篭見物で正義漢が娘をさらおうとした権力者のドラ息子を殺し、娘を助けて大騒ぎになる

というモチーフである。 
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その時、老人は立ち上がった。彼も続けてみたいから、私に聞いた。 

 「お師匠さん、正直にあと何日演じれば終わる？」 

 「正直に言えば、簡潔に演じても、あと六日かかります。」 

 「よろしい。この六日分は私が出す。」 

結局、芝居は合わせて十二日間上演した。芝居の最後は、皇帝が朝廷に出て、薛剛

を官に封じる場面だった。観客は大満足で、二籠分の爆竹を鳴らした。 

 

（３）戯神 

旧暦の十月十一日は木偶戯の戯神、「老郎菩薩」の誕生日だと言われている。解放

前に、沈家門の木偶芸人は毎年、その日に戯神を祭った。その日は舞台を「八仙卓」

（四人掛けの四角テーブル）の前に立て、供え物と蝋燭を用意した。供え物は果物、

豚の頭、卵、豆腐、豚肉、餅などで、野菜は除く。「老郎菩薩」は野菜を食べないと

言われている。 

次に、「老郎菩薩」を「八仙卓」に付かせて、服を着せたり、帽子を被せたりする。

これは「扮菩薩」と呼ばれた。うちは専業の木偶芸人だから、昔から老郎菩薩の木像

を持っている。木の神像を持っていない戯班は、絵や赤い紙に「老郎菩薩」という文

字を書いたものでも構わない。「老郎菩薩」の姿は財神と似ているが、その帽子には、

二枚の葉っぱのような飾りがあった。 

最後に、「三塊」（写真 28参照）を神様の左側に置く、これは左手で使うからで

ある。木偶戯班では、「三塊」を一番神聖視して、「老郎菩薩」の象徴と見なし、 「泰

山」とも呼ぶ。これを持つのも、使うのも班主しかできない。特に女性は触ることも

できない。昔は「三塊」を使っていたが、現在はその代わりに鼓板を使う。 

 

 

 

 

註：「三塊」というのは、は三枚という意味で、右側は二枚の板を重ねている。 

 

定海小沙で上演した時、ある事件が起こった。私は主演、後ろの伴奏は小沙出身の

王志裕と王嗣清兄弟、師匠も一緒に行った。普段は三人だが、その時は四人いた。私

はなるべく収入を確保しようと、昼間に小沙で上演するほか、夜からは、また別のと

写真 27 鄭明祥と弟子 写真 28 三塊 
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ころに上演に行こうと考えていた。昼間の上演をしたが、最後までいかないので、そ

こでやめようとした。観客は文句を言い始めた。 

「お前たちはこのままで終わらせるのか、それは駄目だ。」 

その時、 芝居を見ていた「肚仙」83は言った。 

 「芝居をここでやめると、お前たちの誰かが必ず（病気などで）倒れるぞ。」 

  王志裕はこの話を聞くと、真っ青になって、私に言った。 

 「祥兄さん、どうしよう、やめたら、あの世の悪霊に襲われる…」 

 そして、肚仙は、 

  「明日、冥界の幽霊はわざわざ長涂から芝居を見にくることになっているのに、お

前たちがやめたら、失望して、きっと誰か倒れるぞ。」とまた言った。 

 王嗣清も恐れ、お師匠さんも身体をがたがた震わせて言った。 

 「鄭さん、やめると恐ろしい…」 

 しかし、私はやめると決めて、決然として「やらない、絶対に止める」と断った。 

 肚仙は呪って、 

 「お前がやらないと言ったから、倒れるのはお前だ」と言った。 

 私は怒った。 

「いいかげんにしろ、お前は幽霊が来たら私に悪いことをすると言うが、私の後ろ

に誰がいるか分かるのか？」 

「誰がいる？」「肚仙」は私に聞いた。 

「私たち、小戯文をやる人間の後ろには、いつも『老郎菩薩』がいるのだ、見えな

いのか？」 

結局、芝居をやめて、他のところに行った。 

私たちが上演に行くときは、いつも「老郎菩薩」が守ってくれる。「老郎菩薩」は

他の神とは一緒になりたがらないと言われているので、別に祭ることになっていた。

今は、「老郎菩薩」の祭り方はちょっと変わって、年越しの時、先祖などと一緒に祭

ることにしている。ただ、来年の仕事がうまくできるように「『老郎菩薩』、また大

晦日になりました、お守りください…」と必ず言わなければならない。 

 

以上、今から約 80年前の 1930、40 年代に舟山の沈家門で行われていた木偶戯は、

どのように演じられていたのか、芸人たちはどのように暮らしていたのか？ここで、

鄭明祥の話を聞くことによって、その実態を見てきた。 

                                                           
83 村、或は民間で呪いによって人の病気を治したり、死んだ人のあの世での暮らしを話す人。 
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木偶戯が沈家門で盛んになったの

には、沈家門という地域の特徴が関

係している。長江の河口と杭州湾の

海口に位置する舟山漁場は、世界有

数の海洋漁場として知られている。

そこでは餌料が豊富で、いろいろな

魚が繁殖している。主な水産物には

大黄魚（フウセイ）、小黄魚（キグ

チ）、帯魚（タチウオ）、烏賊（イ

カ）、鯧魚（マナガツオ）、海鰻（ハ

モ）、馬鮫魚（サバ）、渡り蟹など

がある。春の漁期は小黄魚、夏の漁

期は烏賊、秋の漁期は大黄魚、冬の

漁期はタチウオである。沈家門は、

特に冬のタチウオ漁期に船の集まる

場所である。84タチウオの漁期になる

と、沈家門には地元の「大対船」85400

組（800艘）のほか、浙江省の寧波

や湖州などから来た「大対船」が 320 組（640艘）、福建省からの「釣冬船」86は 500-600

艘に上った。 

沈家門周囲の海ではタチウオのほか、小黄魚や烏賊、海鰻、鰳魚もたくさん取れる。 

それで、沈家門には各地域の漁民の生産や漁穫物の価格の管理、紛争調停などのた

めに、駐在するそれぞれの漁業組合（漁業公所）が 9か所あった87。漁民の集まる中

心地だったので、商人も集まって来た。学校や銀行、発電所、郵便局、電話会社など

も建てられて、生活に便利な場所となった88。 

『定海県志』（方俗志第十六・風俗）（1924）には次のように見える。 

「極南則沈家門鎮在焉，冬季値魚汛帆檣如林，街衢裏舍鱗次櫛比，學校銀行次第設

立，近將自立電燈廠，以利商民。惟東南限於海，西北窘於山，推擴維艱，故有地蹙人

稠之感矣。總之，東郷既獲樹藝之豐，又擅魚鹽之利，除大展張家墩略帶強悍之風，餘

率淳良勤朴，各安其業，故昔有福郷稱也。惟邇年沾染賭風為害滋烈，農嬉於野，商廢

於市，舒可慨歎。至沈家門為各地漁民會集之區，湖台温閩各殊，其幫風澆漓習尚侈靡，

娼寮賭場觸目皆是，尤其例外也。」 

                                                           
84 『定海県志』（魚鹽志第五・漁業）（1924）1頁 

85二艘をセットにして網漁をする船。積載量は 10-20トン。同上 2頁 

86釣り漁に用いる船。１艘の「大釣」船と 4，5艘「小釣」船が組になって漁をする。「大釣」の積載量

は 50トン、「小釣」は 30、40トン。同上 2頁 

87同上 3-5頁 

88 『定海県志』（交通志第三・郵信/電報/電話）（1924）7-9頁 

図 12 沈家門周囲年間主な漁期図 

『舟山市志』（漁業 143-147頁と舟山市海洋漁業資源分

布図）より作成。 
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（訳） 

「（舟山本島の東郷89）最南端には沈家門鎮があり、冬の漁期になると、（港は）

船でいっぱいになる。沈家門には立派な民家がたくさんあり、学校や銀行も次々と建

てられた。最近は民衆のために、発電所を建てることになっている。しかし、沈家門

の南東側は海が迫り、北西側は山が迫り、外に広がらないので、土地が狭く人が多く

感じられる。全体から見ると、東郷は山の恵みと海の恵みを受けて、少し凶暴の風が

ある大展の張家墩を除けば、各地の民衆は素朴で安らかに暮らしており、昔から「福

郷」と称されていた。しかし、最近は賭け事の悪風がはびこり、農民は田んぼで、商

人は市場で賭け事をしており、本当に嘆かわしい。沈家門は湖州・台州・温州（以上

浙江省）・福建など様々なところからの漁民が集まってきて、グループを作って軽薄

で贅沢な暮らしで、売春宿や賭場があちこちにあり、更にひどくなっている。」 

この資料からも 1920年代の沈家門は漁業や商業が盛んで、各地の人々がたくさん

集まった中心地であったことが分かる。冬の漁期とは、即ちタチウオのことである。

このような様々な人が集まってきた場所では、賭け事や売春なども行われた。これは

話者が語った「賭戯」「唱班」の背景になっていたと言える。 

沈家門は木偶戯の上演にも大きな市場を提供していた。鄭明祥の話によれば、地元

の漁民は願解きや人生儀礼のほか、漁の安全や大漁でも人形芝居を頼む。特に大きな

漁が終ると、神様に感謝するための「謝洋戯」を行い、その時に木偶戯の戯班を頼む

習慣があったという。タチウオと小黄魚が最重要の漁だったので、上述の図から、「謝

洋戯」は、四月上旬と二月前後に行われたと思われる。二月上旬はほぼ旧暦の春節に

当たる時期で、年越しの福の祈願で人形芝居を頼むのも理由の一つであろう。また、

漁民は休息整備で上陸したとき、人形芝居を頼むことが多く、地元の漁民のほか、福

建省の人もよく芝居を頼みに来た。言葉が違うが、物語が分かるので、語りが分から

なくても芝居を楽しむことができるという。 

タチウオと小黄魚の主要な漁が終った後、四月の中、下旬から十月までは比較的に

依頼が少なくなり、沈家門の木偶芸人にとっては暇になる時期であった。小さい島に

行って注文を取るのは、たいていその時期であった。沈家門には、当時 10か所の大

きな埠頭があり、寧波の鎮海への便のほか、たくさんの小さい島へ行くこともできた。
90鄭明祥の話から、沈家門の木偶芸人は当時、（舞台や道具箱などを担ぎ、）海を渡

って普陀山や大榭島、桃花島、六横島、蝦峙島、泗礁島、秀山島、花鳥島などたくさ

んの島で上演していた。その行く先は沈家門周囲の島に限らず、ほぼ舟山全域をカバ

ーしていたことが分かる。 

木偶戯は人が演じる芝居に比べ、上演者も荷物も少ない。荷物は舞台、道具箱と夜

具すべて合わせても約 40キロであるので、二人で担いで移動することもできる。当

時、小さい島での上演は、木偶戯しか行っていなかった。舟山本島では蘇州の昆劇や

安徽の徽劇、紹興・台州の越劇などの戯班が来て芝居を上演することが流行っていた

                                                           
89 現在の普陀区にあたる。 

90 『定海県志』（交通志第三・水道）（1924）2頁 
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という91が、交通不便で本島以外の小さい島に行くことはほとんどなかった。筆者が

2009年、2014年に岱山の長塗島や、嵊泗の緑華島・壁華島などの小さい島で調査し

た時にも 80才以上の老人から「小戯文は見たことがあるが、人が演じる芝居は見た

ことがない」と言う話を何度も聞いた。 

しかし、現在では、舟山で活動している人形座も小さい島への上演はほとんど行っ

ていない。これは漁業の衰退や、特に 90年代以後、中国政府の「小島遷、大島建」

（大島は整備し、小島は移住させる）という政策により、小さな島の住民がいなくな

っているからだ。たくさんの島には 80年代後半に建てられた 2，3階立ての立派な家

が並ぶが、これらはみんな空き家になっていて、今住民はほとんどいない。一方、観

光客を呼び込むための旅行村や、石油会社の備蓄所などとして開発された島も多い。 

 

 

  

                                                           
91 『定海県志』（方俗志第十六・風俗）（1924）41-42頁 
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第４章 舟山布袋木偶戯の変遷（解放後） 

 

本章は解放後、舟山布袋木偶戯の状況について述べる。 

1950 年代、中国の民間では、糸操り・棒遣い・指遣いなど各種の木偶戯が、まだ広

く上演されており、北京・上海をはじめ、福建省・広東省・湖南省・陝西省・山西省

などで、幅広く木偶戯上演会やコンクールなどが開催された。さらに、ソ連やチェコ

など東欧諸国を中心とする海外の人形劇団との交流活動も盛んに行われたうえに、多

くの公的な木偶劇団が組織された〔丁言昭 1991：116-119頁〕。そのきっかけは、「ソ

連人形劇の父」と称されるオブラスツォーフ（Sergei Vladimirovich Obraztsov、1901

年生まれ）がソ連芸術代表団のメンバーとして中国を訪問したことだという〔山下

2013〕。 

オブラスツォーフは 1952年 11月から 1953年 1月までほぼ 3か月中国に滞在した。

彼は北京を訪ねた時、周恩来総理に、中国には国立の人形劇団があるか尋ねた。 

当時文化部（日本の文科省に相当）副部長だった夏衍が「ある」と答えると、この

ソ連の専門家は、すぐに中国人形劇団の上演を見たいと言った。当時は遼西文工団木

偶劇団が東北地区唯一の職業人形劇団であったので、この団を毎晩北京に呼んでオブ

ラスツォーフたちのために上演を行わせたところ、大いに評価された、という〔杜一

明 2009〕。 

これについて、周恩来は「関於戯曲改革的幾個問題」（「演劇改革に関する幾つか

の問題について」）（1952 年 11 月 14 日発表）で次のように発言している。 

「埋もれてしまっているたくさんの演劇芸術を、我々はいま発掘しなければならな

いが、我々はこの仕事をまだほんの少ししかできていない。今回訪中された人形劇の

専門家のオブラスツォーフ氏は、我々の人形劇にたいへん関心を持ち、．．．我々は

民間に埋もれている演劇芸術をきちんと発掘し、発展させることに力を注がなければ

ならない。したがって、今はレベルの高低については考えず、まずは「百花斉放」（自

由に創作し、批評すること）しなければならない。」 

それで文化部は、1953 年の初めに遼西文工団木偶劇団の 23 名のメンバーを全員

北京に配置換えし、中国木偶芸術劇団（現在の中国木偶劇院）を設立した〔前掲杜一

明〕。 

周恩来の支持を得たオブラスツォーフは、さらに上海・瀋陽・済南・太原・広州・

長沙・成都などの都市を次々に訪問し、その間、ほぼ毎日地方劇・人形劇・伝統民間

芸能などの上演を見、各地の演劇研究者たちと接触したようだ〔山下 2013〕。例えば

広州では広東省の梅県木偶劇団92と芸術交流を行い、1952 年 11 月に訪れた四川省成

                                                           
92 1951年成立、劇団員は 20 数名、既存の楽堯天・奏吉祥・栄華堂・富天彩・合一声・楽昇平の 6 つ

の糸操り人形戯班が合併した劇団。 
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都では、成都木偶皮影芸術劇院の前身の成都市木人組の上演を見た。一方、福建省の

泉州木偶劇団は 1952 年冬、漳州布袋木偶と共にオブラスツォーフ訪問に合わせて上

海で上演している。オブラスツォーフが訪問した劇団は、いずれもそれぞれの省を代

表する劇団で、上演が評価された劇団は、いずれも公的劇団として組織を整えていっ

た。 

そして、1955年には、文化部の主催で中国木偶戯と皮影戯（影絵芝居）のコンクー

ル「全国第一届木偶皮影観摩匯演」93が北京で開催され、その後、各地で木偶戯上演

会やコンクールなどが次々と実施されるようになった。 

しかし 1958 年、毛沢東の指示によって、農村で始まった大躍進運動は、次第に工

業・商業などの領域まで浸透し、すべてに集団化が求められるようになった。木偶戯

などの民間で活動していた芸能も集団化の道を目指すべきだという主張が起こった。 

 

第１節 芸能の集団化に向かう道―東昇木偶劇団の結成― 

 

１ 農業集団化と舟山の人民公社化運動 

 

1949 年共和国成立直後、新政府はソ連をモデルにして工業化を目指した。それを急

速に進めるため、農業では地主による封建的な土地私有制を否定する土地改革が行わ

れ、農業が生み出す資金・原料・食糧をより効率的に国家に集中し、ソ連式の農業集

団化のテンポを速めていった。 

農業集団化とは、個人農を何らかの集団的経営に組織することである。中国の農業

集団化は、1953年に制定された第 1次 5か年計画によって、まず数戸から 10 数戸の

農民が自由意志と互いの利益を前提に組織する互助組から始め、徐々に土地の出資と

統一的な経営を特徴とする集団経済組織の初級農業生産合作社（農業生産協同組合）

に組織し、67年ごろまでに協同組合の高次の形態である高級農業生産合作社に発展さ

せる方針だった。 

ところが 55年以降、猛烈なスピードで集団化して初級を飛び越えた高級合作社化

が進められ、56年末までに約 9割の農民が組織され、初級と合わせると殆どが合作社

に加入した。 

1958 年、幾つかの高級農業生産合作社を連合して人民公社ができた。その下に、生

産大隊・生産隊を置く三級所有制を実施し、生産隊を基本的採算単位とした。そして、

「政社合一」「五位一体」94の制度によって、人民公社は農村最末端の行政単位とし

て、政権の職能を行使するとともに、生産手段・資金・食糧はすべて共有なものにな

                                                           
93 「全国木偶皮影観摩匯演」は、ほぼ 5年か 10年に一回行われ、5回まで実施された。第 2回は 1960

年、第 3回は 1975年、第 4回は 1981年、第 5回は 1992年に開催された。 

94 工業・農業・商業・教育・軍事の五つの重点事業を組織して人民公社とする。〔嶋倉民生 1980：59

頁〕 

http://kotobank.jp/word/%E5%80%8B%E4%BA%BA
http://kotobank.jp/word/%E9%9B%86%E5%9B%A3
http://kotobank.jp/word/%E7%B5%8C%E5%96%B6
http://kotobank.jp/word/%E7%B5%84%E7%B9%94
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った。食事について、公共食堂を中心とする供給制によって絶対的な平等の実現を目

指した。 

小島によると、1958年 10月末には全国 74 万余の合作社が合併して 2万 6千余の人

民公社となり、全農家の 99％以上にあたる 1億 2千余万戸が否応なしに加入した。平

均して 28.5 の合作社が一公社となり、三つの郷に一公社、平均規模 4千 6百余戸で

あったが、所によっては一県一公社、2万戸以上という大規模なものもあったという

〔小島 1986：226 頁〕。 

舟山では 1951年春互助組が組織されたのを皮切りに、54年 1月初級農業生産合作

社ができて、1956年 1 月にはすでに高級農業生産合作社も成立した。参加した農家は

71686戸で、総農家数の 98％以上を占めた。当時の舟山には公共食堂が 2749 ヶ所開

かれ、「吃飯不要銭」（食事するのは金が要らない）といわれ、92571戸の 392457

人が無料で食べられるようになった。その結果、生産を破壊し、農民の利益が損なわ

れ、生産意欲が失われた。ついに、1960年 11月から翌年 6月にかけて幾つかの指示

が出され、小面積の自留地（耕地の 5-7％）を各戸に割当て、小規模な家庭副業と地

方市場における個人取引を承認し、公共食堂を停止し、労働に応じた分配を重視する

ようになった。 

 

２ 舟山布袋木偶戯の動き 

 

（１）1952年舟山木偶芸人登録 

 

1949 年共和国が成立したが、舟山には当時、まだ十数万人の国民党軍が駐留してい

た。 

1950 年 5月 17日、国民党は台湾に逃亡し、中国共産党の政権が舟山にも成立した。

新政府は共産党の対立者を粛清するために、住民の身分・職業などの登録工作を重視

した。 

1952 年、定海県の文化機関は初めて木偶戯を含むすべての舟山民間芸人の登録工作

を始めた。そして、芸人は県の文化機関へ登録に行くときは、本人が所属する郷政府

が発行した、その人の階級や生活状況などを記した証明書が必要であった。ここて、

木偶芸人の張恵願の証明書を具体例として以下に紹介する。 
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（訳） 

登録証明書 

定海県呉榭郷第四村六閭95三戸の居民の張恵願、貧農、32 歳、普段農業をしながら

木偶戯をしている。生活が苦しいので、木偶戯を上演できるように登録を政府に求め

る。木偶戯の上演は地元民を開明し、楽しませるものである。この登録は地元民と芸

人自身の双方が望むところである。 

人民文化館 

呉榭郷第四村 

主任：楊民楊 

村長：王阿成 

閭長：張抱来 

一九五三年陽暦四月六日 

 

このような郷政府の証明書が 6枚残っている。 

この証明書は、1953年に書かれたものである。そこに書かれている「貧民」という

のは土地改革で決められた階級区分の「貧農」の誤りである。張恵願という人は当時

農業をしながら木偶戯を上演していた。即ち、農繁期のときは農業をして、農閑期に

なると木偶戯をするという暮らしであった。このような上演方式は半専業といい、ほ

かに、専業と業余があった。専業とは収入のすべてを木偶戯の上演から得るものであ

る。業余とは主に音楽の伴奏者の場合で、上演頻度が低い。 

木偶芸人はこのような証明書に基づいて、県の文化機関に登録し、登録表が作られ

ると、会員証が交付され、会員番号も与えられた。写真の上左側に青い字で記入され

                                                           
95 25軒を単位とする組織。 
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ている「収 1500、発 23号」は手続きの費用と会員証の番号である。1500 元は、当時

の普通労働者 1か月給料の六分の一に当たる（今の 0.15 元に当たる）。芸人登録表

にはそれぞれに会員証の番号が付いているが、登録した芸人本人に会員証が交付され

たかどうかは不明である。 

芸人登録表は 17枚残っている。そこでは名前・階級区分・性別・年齢・戸籍・住

所・会員証番号・担当・職歴・上演場所などが記入されている。登録証には演目欄も

あるが、演目欄はいずれも空欄になっており、芸人が何を上演するかということにつ

いて、この当時、政府はまだ注目していなかったことが分かる。 

当時の登録に関わった普陀区沈家門の鄭明祥によれば、この登録をしなければ、上

演できなかったという。 

 

（２）1956 年舟山木偶芸人の再登録 

 

1956 年 8月 16日、浙江省文化局の指示による舟山の曲芸（「唱新聞」と「走書」）

と木偶芸人の全面調査が始まった。「定海県人民委員会進行曲芸芸人状況全面調査通

知」によると、芸人の活動範囲が散らばっているので、調査結果の真実性を確保する

ために、調査表は各芸人がそれぞれ自ら記入するという方式で行った〔档案 1956〕。

調査表は 17枚残っている。 

調査表には、名前・年齢・芸能の種類・階級区分・住所・家族・経済状況などが記

入されている。調査表は、ほぼ A4の大きさで用紙の半分ぐらいは演目欄で、そこに

は木偶芸人がよく上演する演目が記入されている。備考欄には、所有する人形の数・

職歴・年間上演時間を記入している人も多い。 

1956 年 12 月 23－27日、浙江省文化局の指示による民間芸人訓練班（芸人に対する

思想教育）が定海県城関鎮で行われた。そして、当時舟山民間の曲芸人と木偶芸人を

対象として、民間芸人を漏らさないように再登録工作も実施された〔『舟山日報』（1956

年 12 月 16 日）第 3版〕。 

定海县决定举办民间艺人训练班 

定海县人民委员会根据省文化局指示，决定于本月 23日至 27日在城关镇举办民间艺人训练班，进行

对曲艺人和木偶戏艺人的登记工作。 

这是党和政府为促进民间艺术繁荣和发展的一项具体措施，也是关系到全县民间艺人前途的一件大事。

人民政府将通过登记进一步加强对曲艺、木偶艺术的领导和管理，切实保障艺人的合法权益提高演唱质量，

使民间艺术更好地为社会主义服务。 

（訳） 

定海県で民間芸人訓練班の開催を決定 

定海県人民委員会は省文化局の指示によって、本月 23日から 27日に城関鎮で民間

芸人訓練班を行い、曲芸人と木偶芸人を対象として登録工作を実施する。 

これは党と政府が民間芸術の繁栄・発展を進めるための具体的な対策の一つだけで

はなく、民間芸人の前途に関わる大事なことである。人民政府は今回の登録工作を通
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じて更に曲芸・木偶芸術の指導と管理を行い、芸人の法的な権利と利益を適切に保障

し、上演水準を高めさせる。それは、民間芸術をよく社会主義の中国に奉仕させる。 

 

この記事を読むと、民間芸人訓練班は政府が木偶戯を利用して、民衆に政府の政策

を宣伝しようとしたことが分かる。 

そして、身分証明証（「個人登録証」）もつくられた。登録証は、携帯しやすいよ

うに厚みのある紙で造られていて、名前・性別・年齢・戸籍・劇の種類だけが記入さ

れている。現在見られるのは陳小宝（陳少宝）・潘渭漣・侯恵義・邵永園・朱三星・

方才根・馬小元・夏仁友・董阿旺・鄭恵明・姚大朝・鄭恵如・傅阿尚という 13人の

登録証である。 

当時、舞台を所有する木偶芸人は、個人登録証のほかに、団体登録証も必要であっ

た。その団体登録証は 3枚残っている96。団体登録証には団体の呼称や団長の名前・

劇の種類などが記入されており、1年間の期限つきであった。団体の呼称は、これま

での「戯班」という呼称に変わって、「劇団」が使われている。これは、ソ連の呼称

に倣ったものである。 

 

（３）舟山木偶戯の集団化 

 

1958 年大躍進運動の開始後、農業では互助組から、初級・高級農業生産合作社の段

階を経て、人民公社化が進められ、生産・流通・分配まで全てが組織化・計画化され、

土地利用や農業器具・機械も集団所有となった。集団化の動きは木偶戯などの民間芸

能にも及んだ。 

このような集団化の背景下、舟山木偶戯芸人にとっても、もともとの「単干」97と

言われる個人による上演は難しくなり、集団化の道に進んだ。 

鄭明祥の話によると、1958 年 5月、定海の「潘渭漣木偶劇団」の潘渭漣、顧全林と

普陀沈家門「友好木偶劇団」の鄭明祥・潘如明 4人で「定沈聯合木偶劇団」を設立し、

3ヶ月ほど沈家門で上演したという。このような劇団同士の提携で設立された劇団は、

当時民間では「搭攏班子」と呼ばれた。舟山民間木偶戯班にも、全国的な劇団集団化

に対応しようとした動きがあったことが分かる。 

1958 年 8月、潘渭漣は人形遣い手の名人として政府の招きに応じて、沈家門を離れ、

定海の「邵永園木偶劇団」の班主邵永園と連携し、新たに「潘渭漣木偶劇団」を結成

した。この劇団は政府が関与した新しい劇団のモデルケースとして、舟山の各島・各

町の工場、農村の豊作大会・豊漁大会、県の放送局、食堂などで上演することを求め

                                                           
96三枚の団体登録証は定海県木偶芸人の朱三星の「鳳凰劇団」（定海県人民委員会発行）と江友道の「万

年興木偶劇団」（定海県人民委員会発行）、普陀区張孝連の「大展木偶劇団」（普陀人民委員会発行）

である。 

97「単干」とは、一人でやる、というのが本来の意味で、集団化に対して個人で事業を行うものについ

て、最初は農業集団化について用いられたのが、次第に他の領域にも拡大した。 
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られた。しかし、これらの上演に対して、政府から経費を支払れることはなかった。

なお、鄭明祥は、解放前に国民党軍、いわゆる「偽 67軍」の王姓の人に二胡を教え、

また一ヶ月ほど国民党軍の情報諜報活動に関与したという経歴を持つため、招かれず、

この劇団には参加していない。 

「整頓舟山県文化系統工作計画（草案）」によると、9 月舟山政府は木偶戯の改革

計画を立てた。ただし、その改革案はまだ「草案」の段階で、実際に実施されたかど

うかは不明である。具体的な内容も分からない。 

1958 年 11 月、定海・岱山・普陀・嵊泗は合併して、舟山県となった。合併後の舟

山県は行政・経済・文化などを全て一括管理した。当時、経済だけではなく、すべて

の領域で、集団化が目指された。集団に加わらないものは「単干」と呼ばれ、資本主

義を実践するものとみなされた。「単干好比独木橋、走一歩来揺一揺…人民公社是金

橋、通向天堂路一條。」（単干はまるで丸木橋みたい、一歩歩くとゆらゆら揺れる…

人民公社は金の橋、天国につながる道）という俗謡が当時流行った。 

このような状況の下、民間木偶戯班もいっそう集団化が求められるようになった。

それまでの個人的な上演形式は認められなくなって、政府より管理された組織にしな

ければならない。それは、幾つかの戯班が連携して、公的な規定などを備えたもので

ある。 

このような自覚の元に、1959年 10月 2日、木偶芸人の代表としての潘渭漣・沈林

根は曲芸人の代表としての王文彪とともに、舟山の木偶戯と曲芸の改革会議を早く開

催するように求める申請書を文教局に提出した。この申請書では、芸人の政治思想の

遅れや、寧波などよそから来た芸人が舟山県文教局の許可を得ないで、舟山で上演し

ている現状などを報告している。 

舟山県文教局は潘渭漣らの意見を考えるうえで、当時活動していた木偶芸人を調べ

た。調べた結果は、住所録の形でまとめており、表には芸人の名前、住所、備考とい

う三つの項目がある。備考には、同じ戯班であるしるしの「>」が付けられているの

で、1959年 12月 13日、その記録時に舟山で実際に上演活動をしていた木偶戯班の数

と構成員の実態が分かる〔档案 1958-68〕。 

表 6 舟山県木偶戯芸人表（1959年 12月 13日） 

名前 住所 備考 

沈林根 洋嶴公社 甬東  

姚大朝 白泉公社 北蝉 

陳小宝 臨城公社 老碶呉榭□ 

潘渭漣 鎮関鎮 北宝居委会□菜廟路 11号  

顧全林 城関鎮 留方居委会 

顧信雄 白泉公社 北蝉 明星大隊 

邵永園 公社 馬嶴林家  

邵阿龍 公社 馬嶴 

     

   全職業 

     

  全職業 

     

   全職業 



 

79 

 

 

何四賢 白泉公社 北蝉 明星大隊 

顧友冨 公社 馬嶴 

董阿旺 洋嶴公社 小碶頭 全職業、単干 

江友道 臨城公社 老碶  

陳大再 臨城公社 老碶 

張偉元（張恵願） 臨城公社 老碶 

張延長 大沙公社 煙墩  

王嗣清（王嗣慶） 小沙公社 文工団 

夏仁友 塩倉公社 南山  

 

     半職業 

方才根 塩倉公社 紫微応加山頭 

王家根 塩倉公社 墩頭 

王邦林 塩倉公社 墩頭 

馬小元 小沙公社 長白前岸嶴  

林瑞竜 小沙公社 長白前岸嶴 

張萬伝 小沙公社 長白前岸嶴 

侯恵義 塩倉公社 紫微  

葉顕昂 塩倉公社 螺頭 

侯根連 塩倉公社 螺頭 

黄善再 塩倉公社 墩頭 

丁信方 岑港公社 冊子桃腰門  

顧金利 金塘公社 山潭 

丁幼方 岑港公社 冊子桃腰門 

鄭恵明 洋嶴公社 洋嶴  

鄭恵如 洋嶴公社 洋嶴 

朱三星 塩倉公社 塩倉  

朱承昌 塩倉公社 塩倉 

朱阿栄 臨城公社 洞嶴 

王阿能 岱西公社 小宮門  

邱厚福 岱西公社 小宮門 

張伝青 岱西公社 小宮門 

邱阿任（邱阿銀） 岱西公社 小宮門 

王福堂（王福棠） 岱西公社 小宮門 

邱友生（邱有生） 岱中公社 楓樹墩理髪小組村 

邱仁生 岱中公社 楓樹墩理髪小組村 

     

   半職業 

  半職業 

     

   半職業 

     

   半職業 

     

   半職業 

     

   半職業 

  半職業 
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竺阿利 嵊泗文化館村 不明 

鄭阿祥（鄭明祥） 沈家門西大居委会  

潘如明 沈家門教坊居委会 

莫本泉 沈家門西大居委会 

註：（ ）は発音による別の書き方。 

 

表 6の住所欄に記録されているのは芸人の所属公社や郷、村（委員会）が多い。備

考欄において、「全職業」とは兼業なしで木偶戯の稼ぎだけで暮らし、「半職業」と

は他の仕事をしながら木偶戯を兼業として上演する。この表は地域と班ごとで記入さ

れており、沈林根から朱阿栄までは定海の木偶芸人、王阿能から邱仁生までは岱山の

木偶芸人、竺阿利は嵊泗の木偶芸人、鄭阿祥からの 3 人は沈家門の木偶芸人である。

しかし、岱山の木偶芸人の備考欄は空欄になっている。これらの芸人は、ほとんど表

３に見える杖頭木偶戯「下弄上」の芸人である。この表からも「下弄上」が当時すで

に行われていなかったことがうかがわれる。嵊泗の竺阿利については、ほかの文献に

は全く名前が出てきていないので、経歴を含め、今のところ全くわからない。 

備考欄の「>」は、おそらく戯班を示すものと考えられる。1959年 12月当時の舟山

では 12 班あったことが分かる。印が付いてない董阿旺の備考欄には「全職業、単干」

と記入しており、兼業なしで一人で戯班をやっていたことがわかるが、具体的な状況

は不明である。そして、全職業と半職業に分けられたことで、この 12か 13班のうち、

当時約三分の一が全職業の木偶芸人であったことが明らかになった。班ごとの記入の

しかたからも当時の木偶戯はほとんど固定的なメンバーで上演をしていたことが分

かる。 

1959 年末、潘渭漣が先頭に立って、上述した個人戯班の芸人から選んだ団員で「東

昇木偶劇団」を結成した〔『舟山市誌・文化芸術』1992：516 頁〕。 

 

３ 東昇木偶劇団と曲芸・木偶協会 

 

1959年末に成立した東昇木偶劇団の最初の団員は 9人であった〔档案 1958-1968〕。

これは 1956 年のコンクールに参加した木偶芸人の八分の一でしかない。 

東昇木偶劇団をもとに、1960年 7月舟山県木偶協会が設立され、主任、副主任、委

員 3人で構成される協会委員会ができた。主任は潘渭漣、副主任は沈林根、委員は邵

永園である。同時に、走書・新聞などの様々な語り物を含む舟山県曲芸協会も設立さ

れ、この二つの協会は舟山県文教局より管理されることとなり、朝鮮義勇軍退役軍人

の夏祖英が責任者として派遣された。 

舟山県木偶協会と舟山県曲芸協会は 1961年に合併し、舟山県曲芸・木偶協会とな

った。行政区画が県から専区になると（1963 年）、舟山専区曲芸・木偶工作者協会の

名称に改められた。協会に加入しないと、正式に上演できないことになったので、協

会には直属の東昇木偶劇団、舟山曲芸隊と白泉新聞隊の他に、民間で活動するそれぞ

     

   全職業 
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れの業余を含む半専業の芸人も加わった。協会の会員になると、毎月会費の納入が必

要で、会議と芸人訓練班にも参加しなければならなかった。 

 

４ 東昇木偶劇団の団員 

 

東昇木偶劇団の最初の団員は 9人であったが、団員数は時期によって変わる。特に

1961年と 1962年には、文教局の後継者育成計画によって、研修生を 3人ずつ募集し

た。団員の一覧表は次の通りである。 

表 7 東昇団員一覧表（入団年、生年順） 

名前 性別 生年 階級

区分 

本籍 上演開

始年齢 

入団年 担当 備考 

葉顕昂 男 1898 貧農 定海塩河 28歳 1959 伴奏者 1961年退団、1962

年没 

顧全林 男 1905 貧農 定海城関 46歳 1959 伴奏者  

潘如明 男 1909 貧農 普陀沈家

門 

15歳 1959 伴奏者  

邵永園 男 1915 貧農 嵊泗 32歳 1959 伴奏者 定海馬嶴在住、副団

長、1983年没 

沈林根 男 1916 貧農 定海洋嶴 16歳 1959 伴奏者 1961年退団 

陳小宝 男 1921 貧農 定海北蝉 38歳以

前 

1959 伴奏者 1961年退団 

董阿旺 男 1930 貧農 定海洋嶴 18歳 1959 伴奏者 1961年退団 

潘渭漣 男 1934 貧農 定海城関 10歳 

 

1959 遣い手 団長 

邵阿龍 男 1939 貧農 定海馬嶴 幼いこ

ろから 

1959 遣い手 邵永園の息子、1961 

年没 

王志裕 男 1935 貧農 定海小沙 17歳 1961 遣い手  

鄭明祥 男 1928 貧農 普陀沈家

門 

14歳 1961 伴奏者  

江秀琴 女 1946 学生98 定海老碶 15歳 1961 遣い手 研修生 

張銀月 女 1946 学生 定海老碶 15歳 1961 遣い手 研修生 

張亜芬 女 1948 学生 定海老碶 13歳 1961 遣い手 研修生 

王如玉 女 1945 学生 定海城関 17歳 1962 遣い手 研修生 

朱愛蘭 女 1947 学生 定海城関 15歳 1962 遣い手 研修生 

                                                           
98 階級区分には、家庭と本人の区別がある。家長が貧農であれば、一般に主婦と 18歳以上の子供も貧

農となり、未成年のものは「学生」となる。 



 

82 

 

 

潘定良 男 1947 学生 定海城関 15歳 1962 遣い手 研修生、潘渭漣の

弟、1985年没 

王嗣慶 男 1938 雇農 定海小沙 12歳 1964 伴奏 臨時雇用 

註：芸人登録票、「舟山県木偶戯芸人住所」（1959 年 12月 13日）〔档案 1958-68〕、「舟山曲芸木

偶協会会員入会申請書」（1962年７月 22日）〔档案 1962〕、「幹部簡明登記卡（登録カード）」（1964

年）〔档案 1964〕、及び筆者の聞き取り調査により作成。 

 

本表の担当欄では遣い手と伴奏に分けたが、これは東昇木偶劇団での担当を示す。

実際には遣い手と伴奏の両方とも担当できる者が多い。 

以下、各団員それぞれの経歴について、聞き取り調査などに基づき、具体的に述べ

る。 

 

（１）葉顕昂 

葉顕昂は 2年の学歴で、1910年（12歳）牧童になり、1912 年（14歳）から、農業

に従事した。1926 年（28歳）、定海金塘の木偶芸人の邵会義に弟子入りし、1929年

（31 歳）に個人戯班を立ち上げた。その時は人形 50個を持っており、家族 9人で木

偶戯を主として暮らした。1950年（52歳）、個人戯班を文化館に登録した。1959年

（61 歳）、東昇木偶劇団に加入した。1961 年退団して半専業木偶芸人になったが、

翌年に亡くなった。 

 

（２）顧全林 

顧全林は、「地楽（第六）公公」という名前で知られる。1913 年（8歳）から父と

兄に走書を習ったが、本格的に走書を語ったのは 1945 年（40 歳）からであった。1951

年（46 歳）から木偶戯班の伴奏（二胡）を始め、時に遣い手に替わって語り唱うのも

行った、各地を巡回上演し、一年に約 6か月木偶戯をしていた。 

 

（３）潘如明 

潘如明は普陀沈家門の出身である。1917 年（8歳）ころから、父に走書を習った。

1924年（15歳）からは、当時、まだ舟山で盛んであった棒遣い人形芝居の「下弄上」

をした。1948 年（39歳）から布袋木偶戯をした。1950 年（41 歳）から弟子の鄭明祥

が立ち上げた戯班の伴奏として活躍し、1958 年（49 歳）、定沈聯合木偶劇団に加入

した。 

 

（４）邵永園 

邵永園は 1938年（23歳）から走書を習い、1941年（26歳）から正式の上演を始め

た。1947年（32歳）、定海小沙の半専業木偶芸人の馬小原戯班の伴奏を勤め、1952

年（37 歳）からは定海小沙の半専業木偶芸人の王友発戯班の伴奏を勤めた。1955年

に邵永園木偶劇団を立ち上げ、1958 年に潘渭漣木偶劇団と連携した。 
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（５）沈林根 

沈林根は１年の学歴で、1925年（9歳）から農業を手伝った。木偶戯の修業を始め

たのは、1932 年（16歳）であるが、木偶戯班を立ち上げたのは 1944 年（28歳）であ

る。その間、商売に従事したこともある。1950年（34歳）、個人木偶劇団を文化館

に登録し、各地で巡回上演をした。東昇木偶劇団に加入したあと 1960 年（44 歳）、

舟山県木偶協会の副主任になった。 

 

（６）陳小宝 

陳小宝は家族 3人で、もともと農業をしながら木偶戯をしていた。登録表には、一

年に約 2か月上演していたと記している。 

 

（７）董阿旺 

董阿旺の経歴については、ただ 1948 年（18歳）から正式に上演したことしか分か

らない。 

なお、葉顕昂・陳小宝・董阿旺の 3人は、東昇木偶劇団の初期団員であるが、1961

年に、そろって退団して半専業の木偶芸人となった。登録資料では退団の理由を「食

糧困難」と書いている。当時、中国においては三年間に及ぶ経済困難の時期だった。

東昇木偶劇団団員は専業木偶芸人であるので、生産隊の農業に参加できないため、食

糧ももらえない。それで、農業を本職にし、木偶戯は半職業に変更することを希望し

た。 

 

（８）潘渭漣 

潘渭漣は祖父の代からの専業の木偶芸人である。潘如明の甥である。定海城関鎮の

出身で、解放前は、父と家族 6人、木偶戯を専業として暮らしていたが、父は目が見

えなかったので伴奏だけしていた。 

1944 年（10歳）から、小学校に通いながら木偶戯を習った。1946年（12歳）に学

校をやめ、定海塩倉の朱三星に弟子入りした。1947 年（13歳）、専業木偶芸人とし

て各地で巡回上演をした。1950年（16歳）、独立して実家に帰り、父と潘渭漣木偶

劇団を立ち上げ、文化館に登録した。1958 年以降は、木偶戯の集団化に関わり、東昇

木偶劇団の団長となった。 

 

（９）邵阿龍 

邵阿龍は邵永園の息子である。父の影響で木偶戯を自然に覚えたという。遣い手と

しては素晴らしかったが、語り唱えないので、いつも父が後ろで伴奏しながら語り唱

っていたという。1961年に僅か 22歳で病没した。 

 

（10）王志裕 
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王志裕は 1952年（17歳）小沙の陳宝金に弟子入りして、木偶戯の遣い手になった

が、楽器はできなかった。父と弟の王嗣慶との三人で 1953年から木偶戯班を立ち上

げて巡回上演をした。1955 年（20歳）徴兵されて軍隊に入ったので、家族の木偶戯

班はやめた。軍隊は 1958 年（23歳）に退役した。 

 

（11）鄭明祥 

鄭明祥の解放前の経歴は、第３章第１節に参照する。 

鄭明祥の家には二つの木偶戯の舞台があり、解放前に専業木偶芸人として父と舟山

の各地で巡回上演をした。1950年代（18歳）、個人戯班としての「友好木偶劇団」

を文化館に登録した。1959 年 1月 24日から 1962 年 1月 23日まで 3年間は「管制」

されていた〔档案 1964〕。管制というのは、収監されるわけではないが、移動の自由

の制限や選挙権剥奪などがあった。当時の档案資料には、彼の名前が見えない。鄭明

祥は 1961年後半に東昇木偶劇団に加入したが、「管制」という個人的経歴に問題が

あったため、正式な団員としては認められていなかった。 

 

（12）江秀琴・張銀月・張亜芬 

1961 年、文教局の指導による後継者育成計画が実施され、定海老碶出身の江秀琴（16

歳）・張銀月（16 歳）・張亜芬（14 歳）が、女性研修生として入団した。この 3人

は全て農村戸籍であった。江秀琴は半専業木偶芸人の江友道の娘である。3人の入団

は、人民公社と生産隊の紹介や文教局と協会の検討を経て認められたものである。師

匠は潘渭漣である。 

三人は試用期間としての 3 か月間、熱心に練習したが、半年後には全員退団した。

その理由は、鄭明祥によれば、当時文教局から農村戸籍の者は劇団の正式な団員にな

れないと指示があったそうである。当時、中国とソ連との両国関係は緊張関係になっ

た。ソ連は中国での支援活動を停止するとともに、中国への借款の返還も要求した。

そのため、農業の増産が必要となり、農村戸籍の者は都市戸籍に移動できなくなった

からである。 

 

（13）朱愛蘭・王如玉・潘定良 

朱愛蘭・王如玉・潘定良の 3人は 1962 東昇木偶劇団に加入した研修生である。師

匠は 3人とも潘渭漣であった。 

朱愛蘭は原籍が浙江省の温州であり、両親と共に舟山城関鎮に移住してきた。両親

は理髪業を営んでいたが、収入は 1か月 30 元ぐらいであった。朱愛蘭は長女であり、

下にはまだ兄弟がいた、1961 年中学に進学したが、半年 20 元の学費が払えないので、

東昇木偶劇団の第 2回目研修生に応募し、10 人の応募者から選ばれた。 

王如玉は朱愛蘭より 1歳年上で、学費が高いため、当時、既に中学をやめて商売を

していた。朱愛蘭から募集の情報を知り、一緒に応募して選ばれた。 
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潘定良は潘渭漣の弟である。幼いころから楽器を習っており、この年、兄の潘渭漣

の紹介で研修生として入団した。 

 

（14）王嗣慶 

王嗣慶は 3年の学歴で、1950年（12歳）から走書をやっている父に楽器を習った。

人形を遣うことは出来ない、戯班では伴奏をした。1958年、人民公社の文工団（文芸

工作団体の略称）99に参加し、団長となった。兄が軍隊に入った後、王嗣慶は半専業

木偶芸人として他の木偶戯班で伴奏した。1964 年以降、東昇木偶劇団の臨時伴奏もし

た。 

 

東昇木偶劇団団員は、研修生以外はすべて男性である。学歴は皆ほぼ 2-3年しかな

い。木偶戯という職業は、交通不便の時代には、舞台や夜具などを持って、海を渡っ

て島々を巡演しなければならない大変な仕事であった。 

潘渭漣・邵阿龍・潘定良・鄭明祥の 4人は、代々人形遣いの家系で、家には舞台が

あった。親を手伝いながら舟山の島々を巡演した。その人たちは木偶戯を将来の職業

とすることが大体決まっていた。しかし、舟山では木偶戯班を名乗るには親以外の師

匠に付かなければならないという決まりがあった。鄭明祥の話によれば、解放前に遣

い手として木偶戯をやるのに、親以外の師匠に付かず勝手に上演したら、道具などを

取られてしまう。これは「抓同行」と呼ばれた。だから、鄭明祥と潘渭漣はそれぞれ

定海白泉の木偶芸人の周章と定海塩倉の朱三星に弟子入りした。 

潘如明・顧全林・王志裕・王嗣慶の 4人は、親がすべて走書を職業とした人たちで

ある。走書は木偶戯と同様に楽器の修業が必要である。人形を遣えなくても伴奏者と

して木偶戯班に加わることもできた。王嗣慶はその例である。 

葉顕昂・沈林根・邵永園の 3人は自らの希望で地元の木偶名人に弟子入りして、木

偶戯を習った。但し、誰でも木偶芸人になれるわけではない。昔の木偶名人は弟子を

選ぶときには、その生まれつきの才能を考慮した。例えば、演目や台詞を暗記する能

力、声の質、指の敏捷性などである。一般には、師匠が弟子を取ったら、弟子はまず

師匠の戯班を手伝いながら木偶戯を修業することが基本である。師匠は弟子が早く一

人前になり、自分の仕事を分担してくれることを期待している。弟子が優秀な木偶芸

人になって、独立すれば、師匠の評判も高くなる。 

江秀琴・張銀月・張亜芬・朱愛蘭・王如玉は、文教局が募集した研修生である。そ

の女性たちは、いずれも最後まで木偶戯を続けることができなかった。第 1回目に採

用された 3人は都市戸籍を取るために東昇木偶劇団に加入した。1960年代の中国では

農村戸籍を都市戸籍に変えるには、大学や短大に進学するか軍隊に入るという二つの

選択肢しかなかった。軍隊に入るのは男性に限られるので、女性には進学の道しかな

                                                           
99 文工団とは、軍隊・工場・学校・機関や大衆団体などで組織され、演劇・舞踊・音楽などを通じて、

政治や生産の問題をテーマに大衆への宣伝・啓蒙を行う文芸宣伝活動団体。〔『中国政経用語辞典』374

頁〕 
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かった。それで、東昇木偶劇団に加入することは都市戸籍を取りたい女性たちにとっ

ていいチャンスであった。集団所有制100の東昇木偶劇団は文教局の下部組織であるの

で、政府機関の所属となる。しかし、米が貴重品であった当時、農村戸籍の人は人民

公社からの食料配給権を持っていたが、劇団に加入すると、もともとの配給権がなく

なる。そのため、三人は半年後に退団した。第 2回目に採用された女性の 2人は、も

ともと中学生で、東昇木偶劇団入団の道を選んだのは、木偶戯への関心からではなく、

学費が払えないために生活手段として加入した。臨時団員としての王嗣慶は食料配給

権を確保するために、劇団に加入しなかったという。 

 

本節は档案の分析や現地での聞き取り調査を通じて、舟山布袋木偶戯がどのように

個人経営から集団化へ転換したか、また集団化の試みとしての東昇木偶劇団について、

その組織や団員の経歴などから明らかにした。 

舟山布袋木偶戯は、1952年と 1956年の 2回の芸人登録を経て、1959年に民間芸能

の集団化を目指した東昇木偶劇団が設立された。 

1952 年の芸人登録を見ると、登録証には演目欄もあるが、演目欄はいずれも空欄に

なっており、何を上演するのかということについては、この当時、政府がまだ注目し

ていなかったことが分かる。民間では、木偶戯の上演は相変わらず、昔のままの姿で

行われていた。新政府は「人」つまりどんな芸人がいるのかを把握し、管理すること

を目的としており、芸人は登録なしに、勝手に上演することはできなかった。 

1956 年の芸人登録では、政府は芸人の思想教育や演目に注目し、木偶戯を政治思想

の宣伝手段とした。しかし木偶戯班が実際に民間で行っていた活動方式や自由な上演

形式については、そのままであった。政府は「戯」つまり上演内容の管理に重きを置

いた。 

次いで、1958年、全国で大躍進運動が展開され、農村の人民公社化が目指されるな

ど、集団化の風潮が政治から経済・文化などの各領域へ浸透すると、民間芸能もその

影響を免れなかった。1959 年に設立された東昇木偶劇団は集団所有制となり、当時政

府が提唱した「走共同富裕的道路」（共同富裕の道を目指す）の標語のもとに、劇団

収入の管理や上演場所・演目・後継者養成などはすべて政府が決めることになった。

政府は「金」つまり経済管理に重点を置いて、集団の利益が最優位となった。 

文教局や曲芸・木偶工作者協会に管理された東昇木偶劇団は、一見しっかりとした

組織されたようだが、実は様々な問題が隠されていた。例えば、特殊な政治背景で行

われた芸人訓練班や劇団の新たな所得分配制度などである。第 2 節ではこれらについ

て明らかにしたいと思う。 

 

                                                           
100集団所有制は中国語の「集体所有制」の訳である。中国政府の劇団は全民所有制と集団所有制に分け

られる。前者は国が営む劇団で、上演による劇団の損益は国が責任を持つ。劇団の必要経費は国から補

助する。芸人は政府の役人と同様に給料が出るほかに、上演による出張などの手当もある。後者は芸人

が自ら営む劇団で、上演による劇団の損益は芸人が自ら責任を持つ。 
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第２節 集団化制度下の東昇木偶劇団―芸人講習会と所得分配制

度について― 

 

本節は、主に東昇木偶劇団について、集団化の政治背景の下、行われた芸人講習会

と、集団化によって始まった所得分配制度の二点について考察する。結局、これら特

殊な政治背景と集団化の形式は、木偶芸人にどのような影響を与えたのか、精神的な

面と物質的な面からその影響を分析する。 

 

１ 芸人講習会 

 

芸人講習会は、舟山県文化教育機構としての文教局が主催、舟山県曲芸協会と舟山

県木偶協会が実施した不定期の活動である。ここで、芸人講習会というのは、芸につ

いて学ぶのではなく、プロレタリア階級の政治思想の学習実践であった。ここでは、

1960年に実施された芸人講習会を具体例として紹介する。 

舟山県文教局が発行した「曲芸・木偶芸人講習会の通達」〔档案 1961〕は次の通り

である。 

舟山县文教局关于举办曲艺、木偶艺人训练班的通知 

（60）局字第 133号 

各人民公社、曲艺协会、木偶协会： 

    为了加强对曲艺、木偶艺人的政治思想领导工作，提高艺人的阶级觉悟，明确社会主义方向。进一步

贯彻党的文艺方针，整顿巩固曲艺木偶队伍，使之更好地为生产、为政治中心服务，决定在 7月份举办“曲

艺、木偶艺人训练班”，现将有关事项通知如下： 

１．会议日期：7月 5日至 7月 20日共暂定 15天。 

２．参加会议人员：全职业、半职业及临时演唱艺人共 83名。 

３．地点：会议地点城关一小；报到地点县文教局。 

４．随带东西：个人被子、席子、蚊帐、盥洗用品、创作节目、乐器、15天粮票及公社或协会介绍信。 

５．经费开支：本人来回旅费，集训期间伙食、住宿均由训练班负责开支。 

６．注意事项：曲艺、木偶协会应尽速通知目前在演唱之全职业、半职业艺人。各公社除通知在本公社范

围内正在演唱之艺人外，并通知在家艺人前来报到。 

1960年 6月 20日 

⊙印章：舟山县文教局 

抄送：省文化局、专署文卫科、县委宣传部、县文化馆 

（訳） 

曲芸・木偶芸人講習会開催についての舟山県文教局の通達 

（60）局字第 133号 

各人民公社・曲芸協会・木偶協会 



 

88 

 

 

 曲芸・木偶芸人に対する政治的・思想的指導を強め、芸人の階級意識を向上させ、社会主義の方向性

を明確にさせるのを目的とする。また党の文芸方針によって更に曲芸・木偶組織を整頓して強固にし、

より効果的に生産・政治に奉仕するものとする。以上の理由で 7月に開催することを決定した。関連事

項を次のとおり通達する。 

1.日程：1960年 7月 5日―20日。 

2.参加者：専業、半専業及び非専業 合計 83人。 

3.会場：城関一小（定海城関鎮第一小学校）受付場所：舟山県文教局。 

4.持ち物：布団、寝ござ、蚊帳、タオルなどの日用品、創作作品の演目、楽器、15日間の糧票（食糧切

符）、及び公社か協会の紹介状。 

5.経費支給：本人に関わる旅費、講習期間の食費、宿泊費は講習会から支給。 

6.注意事項：曲芸・木偶協会は、速やかに現在上演している専業・半専業芸人に通達すること、各公社

は公社内で上演中の芸人、及び在宅の芸人にも通達すること。 

1960年 6月 20日 

⊙舟山県文教局印 

同送：省文化局、専署文衛科
101、県委宣伝部

102、県文化館 

  

 芸人講習会は半月かけて、夏休み中の小学校で行われた。参加者はすべての協会会

員である。 

 この通達は舟山県文教局が各人民公社・曲芸協会・木偶協会に送ったものである。

通達には持ち物として、日用品のほか、芸に関する創作作品の演目と楽器もあった。

また糧票というのは、即ち穀類の配給券で、当時の「統購統銷」103（統一購入、統一

販売）政策で生れたもので、世帯数や年齢、職種などによって配布された。これは、

米を購入するときだけではなく、例えば店でうどんを食べる時には、現金と一緒にう

どん一杯分の糧票が必要であった。芸人の旅費や講習中の食事、宿泊などはすべで主

催者から提供されたが、それでも別に糧票が必要であった。 

この通達の最後を見ると、浙江省文化局、専署文衛科、県委宣伝部、舟山県文化館

にも知らせたことが分かる。 

では、この曲芸・木偶講習会はどのように実施されたのか、次の学習計画を見てみ

よう。 

曲艺、木偶训练班学习计划 

一、目的要求 

1、通过形势和任务学习，提高阶级觉悟，明确社会主义方向。揭发、批判资产阶级思想，划清思想界限，

                                                           
101専署文衛科は、舟山専区行政公署の略称で舟山県文化衛生局に当たる政府の職能部門。 

102県委宣伝部は、県の党委会の指導のもとに、党の政治路線、方針などを徹底的に実行し、党の宣伝活

動を調達する政府の職能部門。 

103 国民経済・民生にとって重要な商品について、国家計画的に買い付け、計画的に供給する政策。建国

初期に実施され、1985 年より逐次撤廃された。〔『中国政経用語辞典』357頁〕穀物のほかに、植物油

や綿布なども対象品であり、植物油の配給券は油票、綿布の配給券は布票である。 
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坚定工人阶级立场，保卫“三面红旗”，坚决拥护党的绝对领导。 

2、进一步贯彻党的文艺为政治、为生产、为教育服务方针，与“百花齐放，百家争鸣”政策，反对重艺术，

轻政治倾向，树立为工农兵服务的正确态度。 

3、整顿巩固木偶、曲艺队伍，调整组织，建立制度，审查并处理部分政治不纯和违法乱纪分子，妥善安排，

不适合于曲艺、木偶工作的艺人。总结经验，树立标兵，开展社会主义劳动竞赛。 

二、组织领导 

1、训练班成立领导小组：马锡九、夏祖英、锁云生 

2、人员分工： 

（1）马锡九：负责训练班的政治思想领导；并作动员报告、放鸣动员，放鸣小结，及审查重点批判对象材

料，审批改选协会组织，及人员处理等。 

（2）夏祖英：具体掌握会议、学习、听取汇报、整理材料、收集曲艺人员基本情况，重点对象，及先进事

迹材料，初步拟出规章制度，及人员处理意见等。 

（3）锁云生：负责训练班的财务开支会计工作，生活、事务工作。并搞学习，讨论掌握，登记，统计，填

发演唱证件等工作。 

（4）另设生活干事一人，具体处理日常生活、伙食、住宿等事务。（不任领导小组之内） 

3、学习小组划分及名单： 

第一小组：（木偶全职业）小组长：沈林根 组员 6人 

第二小组：（曲艺全职业）小组长：范金财 组员 12人 

第三小组：（曲艺、木偶半职业）小组长：戴满根 

第四小组至第八小组：（业余演唱）各选小组长 1人，组员 10人左右。 

三、 步骤和方法 

第一步：筹备阶段 

（1）材料准备：做好木偶、曲艺人的全面调查了解工作，划分类型。 

（2）重点对象（坏人坏事）的材料收集。 

（3）典型先进人物的材料了解收集。 

（4）集训期间各种报告，有关学习资料准备。 

（5）安排好集训所需之住宿、膳食、会场事宜，编造预算领取经费。 

（6）印制或准备好演唱登记证、艺人登记表、统计表格、会议出席证、小组讨论记录本、大字报纸张等。 

第二步：通过动员报告及形势报告，从正面提高认识，掌握思想武器，并进行检查。 

第三步：放鸣辩论阶段，大放大鸣大字报，揭露坏人坏事，对重点对象展开辩论，并划清资产阶级界限。 

第四步：总结成绩，布置任务，整顿组织，建立制度，抓先进立标兵，开展社会主义劳动竞赛。 

（訳） 

曲芸・木偶芸人講習会学習計画 

一、目的 

１．情勢と任務の認識を通じ、階級自覚を引き上げ、社会主義の方向を明確にする。資本家階級の思想

を暴き批判する。それらと味方をはっきり区別しなければならない。労働者階級の立場をしっかりする。

「三面紅旗」104を守って、党の絶対的指導を支持する。 

                                                           
104 1958年中央政府から提出された社会主義建設の総路線、大躍進と人民公社。 
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2．さらに文芸は政治、生産、教育に奉仕するという党の方針と「百花斉放、百家争鳴」の政策を徹底的

に実行する。芸術を強調し、政治を軽視することを批判し、労働者・農民・兵士に奉仕する正しい態度

を確立する。 

3．木偶・曲芸団体の整頓・強化する、組織を整理し、規定を作成し、一部の政治問題がある者と法律・

規律を無視する者を調査・処置する。木偶・曲芸に相応しくない芸人は適切に処分する。 

二、グループ分け 

1．講習会の指導班：馬錫九、夏祖英、鎖雲生 

2．仕事割り当て 

（１）馬錫九：講習会の政治思想の指導を担当する。また放鳴動員の演説や放鳴結果をまとめる。更に、

重点批判対象者の資料の審査や協会組織の改選、批判対象者への処罰などの仕事を担当する。 

（２）夏祖英：具体的に芸人の会議と学習を掌握する。また、報告を聞くこと、資料の整理、曲芸人の

基本状況・先進事件の収集、予備規則や規定の策定、被批判者への処罰意見の提案などをする。 

（３）鎖雲生：講習会の財務工作を担当する。また、芸人の学習・討論での登録や統計、芸人登録証（演

唱証）の作成などを担当する。 

（４）生活係り 1人を配置、具体的な日常生活や、食事、宿泊などを手配する。（指導班には含まれな

い） 

3．学習班分けと名簿 

第一班：（木偶専業）班長：沈林根 班成員 6人。 

第二班：（曲芸専業）班長：範金財 班成員 12人。 

第三班：（曲芸・木偶半専業）班長：戴満根。 

第四班から第八班：（非専業）各班長 1人、各班約 10人。 

三、順序と方法 

1．資料準備 

（１）資料準備：木偶・曲芸人の調査と分類。 

（２）重点対象（悪人と悪事）の事例の収集。 

（３）典型先進人物の事例の調査と収集。 

（４）講習会での報告と、学習資料の準備。 

（５）講習期間中の宿泊、食事、会場設営の経費を見積もって受け取る。 

（６）芸人登録証の印刷や、統計表、会議出席証、各班の討論用手帳、大字報の紙の準備。 

2．動員報告や現状報告などを通じ、直接に意識を高め、自己批判をさせる。 

3．「放鳴・弁論」の段階では「大鳴大放大字報」を通じ、悪事を公表させ、重点批判対象者への弁論を

展開し、資産階級と区別する。 

4．成果を総括し、任務を分配し、組織を整頓し、制度を確立し、先進的な者を称え、社会主義の労働競

争を行う。 
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 上記学習計画は「目的」、「グループ分け」、「順序と方法」の三つの部分からな

る。 

「目的」では、新政府の指導思想や文芸方針を強調した上で、木偶・曲芸団体に対

する組織の調整、制度の完備、また政治問題がある芸人や法律・規律を無視したと思

われる芸人への処罰なども予定している。 

 「グループ分け」では指導者としての 3人と生活係りの 1人の仕事の割り当てを決

めている。「放鳴」は「百花斉放、百家争鳴」から取った名称であり、「鳴放」とも

言う。「放」は放つ、「鳴」は鳴く、両方とも異議を隠さないで公開の場で申し立て

ることを指している。重点批判対象者というのは相互放鳴を通じ、欠点や問題を多く

指摘された人を指す。一方、先進人物を称えるために先進事例を収集することも必要

であった。ここで、鎖雲生が担当する「芸人の学習・討論での登録や統計」というの

は、ただ芸人の出席状況を把握し、記録を残すのではなく、これによって芸人登録証

を作成し、発行するのである。即ち、芸人講習会に参加しなければ、芸人登録証は受

け取れなく、上演することもできない。政府の規定によると、芸人登録証は年 1回更

新しなければならなかった。 

 学習班は 4班に分けられ、第 1班は東昇木偶劇団の団員であり、当時 6人参加した。

第 2班は専業の曲芸芸人である。第 3、4班は半専業と非専業の木偶と曲芸芸人であ

る。 

 「順序と方法」の資料準備の項目では「木偶・曲芸芸人の調査と分類工作」という

のは、事前調査を通じ、指摘された問題の多少によって芸人を分類することである。 

 「弁論」とは問題を分析し、是非を明らかにし、正しい観点を得、団結を固めるた

めの大衆討論で、「大弁論」とも呼ばれた。「大鳴大放」とは大いに見解を述べ、大

胆に立場や態度を明確にすることである。人民内部の様々な思想や、当面の政治問題

について、是非をはっきりさせるため、大衆討論を展開すること。「大字報」とは、

批判と自己批判、見解や意見の発表を目的とした壁新聞。「大鳴大放大字報」と「大

弁論」は合わせて四つの「大」、即ち「四大」と呼ばれた。これは 1957年の整風運

動105と反右派闘争106から始まった。1957 年 10 月、毛沢東は中国共産党第八期中央委

員会第三回拡大総会で「今年は、大衆が一種の革命形態、大衆闘争の形態を考え出し

た。大鳴、大放、大弁論、大字報というのがそれである。（略）この形式をしっかり

つかめば、これからのことはずっとやりやすくなる。原則的な是非の問題にしろ非原

則的な問題にしろ、また革命の問題にしろ建設の問題にしろ、みなこの鳴放、弁論の

形式で解決でき、しかも比較的はやく解決することができる。」〔『毛沢東選集』（第

5巻、日本語版）722-723 頁〕と強調したので、「四大」は各地域・各業種へ広がっ

た。 

講習会の日程表と毎日の時間表は次の通りである。 

                                                           
105 整風運動：1957年から 58年にかけて、中国共産党が官僚主義・セクト主義・主観主義に反対して繰

り広げた党の作風と整頓する運動。〔『中国政経用語辞典』449頁〕 

106 反右派闘争：1957 年後半、中国共産党の主導のもとに展開された民主諸党派の人々や一部党員の体

制批判を糾弾し反対するキャンペーン。〔『中国政経用語辞典』86頁〕 
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段階 日月 午前 午後 夜 

文
書
学
習 

7.5 受付 受付 班分け、動員 

7.6 討論 討論 小組長会議 

7.7 学習報告 討論 活動 

7.8 討論 討論 活動 

大
鳴
大
放
大
弁
論 

7.9 放鳴動員 討論 活動 

7.10 討論 放鳴 放鳴 

7.11 放鳴 放鳴 放鳴 

7.12 放鳴 放鳴 放鳴 

7.13 重点弁論 重点弁論 重点弁論 

7.14 重点弁論 重点弁論 中間のまとめ 

7.15 普遍検査107 普遍検査 普遍検査 

7.16 普遍検査 先進典型紹介 活動 

組
織
整
頓
強
固 

7.17 経験交流 経験交流 討論 

7.18 協会組織改選 各制度設定 討論 

7.19 総括 労働競争、 

決意書を書く 

計画 

7.20 解散   

註：〔档案 1961〕により作成。 

 

 時間表の線を引いた時間帯の具体的な内容は上記日程表にある。文教局は新聞の時

事問題や国家の状況などの学習を通じて、芸人たちへの政治教育を行った。 

日程表によれば、15日間予定の芸人講習会は、三つの段階に分かれ、「大鳴大放大

弁論」が半分以上の時間を占め、講習会の中心となっていた。「大鳴大放大弁論」は

主に「①放鳴→②討論→③重点弁論→④普遍検査」というプロセスによって行われた。

つまり、①芸人の間でまず互いに多いに意見を述べ、大字報で大胆に意見を発表する。

②指摘された意見や問題を公的な会議で討論し、重点批判の対象とする者を決める。

③重点批判対象者自らの弁論。④全員自己批判。〔档案 1961〕によれば、当時 42人

に関する 271枚の大字報が発表された。重点批判対象者の選出は班ごとに行うので、

大字報が一番多い芸人が選ばれる。木偶戯班の場合は董阿旺に関する大字報が一番多

かったので、彼が重点批判対象者となった。大字報では以下の意見や問題などが指摘

された。 

① チケットの改札を忘れて、観客を外に出してまた改札した。 
                                                           
107 全員自己批判、以下同。 

5：30       起床 

6：00       朝食 

6：30～7：00    自由時間 

7：00～7：30    新聞を読む 

7：30～11：20    学習討論・

会議 

11：30       昼食 

12：00～14：00   昼寝 

14：00～16：50   学習討論・

会議 

17：00       夕飯 

17：10～18：00   自由時間 

18：10～20：40   学習、及び

活動 

21：00       就寝 

註：〔档案 1961〕により作成 

表 9 時間表 表 8 曲芸・木偶芸人講習会会議日程表 
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② 沈家門では子供の懐中電灯を取り上げた。 

③ 価格をごまかして、2角（0.2元）0.5 キロの羊の肉を 7,8角だと嘘をついた。 

④ 去年後半、願戯を上演したときに、3元横領した。 

⑤ 節約しないで、合作飯店で飲食する。 

⑥ 常に合作飯店に米飯を買いに行く。また、その米飯の炊き方について文句を言い、

合作飯店で騒いだ。 

⑦ 食堂に文句を言い、また朝もお粥ではなく、米飯を要求した。また解放軍の食べ

残しを取って食べた。 

⑧ 糧票と布票（注 103参照）は７月で期限が切れるとデマを飛ばした。 

⑨ 警察署に連れて行くと子供をよく脅す。 

⑩ 劇場の入口で子供に「走書」はもう語っていないので、「小戯文」（木偶戯）を

見に行こう」と言った。 

⑪ 食事の値段に燃料費が加算されること、即ち「搭伙費」について、食堂に文句を

言った。 

⑫ 妻に具合が悪いから、病院に連れて行ってほしいと要求した。 

註：〔档案 1961〕夏祖英のメモにより作成。 

 

上記の批判項目を見ると、いずれも日常生活でよく見られる事柄であることが分か

る。例えば、合作飯店で飲食することや、解放軍の食べ残しを食べること、子供を脅

すことなどは、すべて個人的・人格的な問題行為と思われる。当時は、それぞれの個

人の家ではなく、職場の食堂で食事するのが普通だった。合作飯店というのは、現在

のレストランのようなもので、一般の人は特別な時に利用するものだった。 

芸人講習会は政府が芸人を導いて党の各方針や政策・時事などを勉強・理解すると

強調されている。講習会の通達には、創作作品の演目や楽器を持参することになって

いるが、芸に関わる練習や討論は学習計画と活動の日程表には見られない。 

 

２ 東昇木偶劇団の所得分配制度 

 

解放以前の舟山木偶芸人は、上演する前に 2-4人で臨時戯班を作って、上演が終っ

たら、収入を人数によって均分した。このような分配制度は、世代から世代へ受け継

がれて百年以上の歴史があった。 

集団化された東昇木偶劇団の所得分配制度は、政府によって新たに規定されたもの

である。その基本的な分配原則は、元々農業で用いられた「按労分配」であり、即ち

労働の質と量によって分配するという方式である。また、1957 年の「指示」108に規定

された「三包一奨」（三つの請負、一つの奨励）制度の影響を受けて、劇団成立時期

                                                           
108 1957年 9月 14日、中国共産党と中央政府が発行した「関与整頓農業生産合作社的指示」（農業生産

合作社を立て直すについての指示）によって、一定の生産目標を定めて責任を持って達成することを言

う「包工・包産・包成本」の三包責任制が実施されるようになった。 
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から「基本給・奨励制」が実施されるようになった。109「三包一奨」とは「包産・包

工・包成本・超産奨励」の略語で、即ち生産量・投下労働・生産費の 3項の請負と、

請負生産量を超過したものへの報奨ということである。それは、協会と文教局が決め

たもので、国の政策や劇団の運営状況などによって変化する。協会と文教局は、芸人

のやる気を引き出すように、また集団化の利益を考慮して、制度を調整した。 

但し、東昇木偶劇団は芸能団体であるから、農業とは違って、実際的な生産物はな

い。「包産」（生産量を請負う）とは、上演収入によって必ず達成すべき金額である。

「包工」（投下労働を請負う）は、人形芝居を上演することである。「包成本」（生

産費を請負う）は原料などの消費ではなく、上演時の交通費や劇場の家賃・道具の修

理代などを指している。「超産奨励」も導入され、請負生産量を達成すれば、超過分

は、報奨として芸人に分配され、達成できなければ不足分を罰金として収める。報酬

や報奨の基準も農業集団化から導入された労働点数（「工分」）で計算された。東昇

木偶劇団では、「工分」の認定は芸人の役割や芸術のレベル・階級区分などにかかわ

るので複雑であった。 

東昇木偶劇団の「基本給・奨励制」は、劇団成立の 1959 年に実施され、1964 年に

「基本給制」に変わった。その後、上演が禁止されたため、収入がなり、1966 年文化

大革命開始後は国の補助金に頼ることになった。 

 

（１）「基本給・奨励制」（1959-63年） 

 

➀「基本給・奨励制」の実施 

東昇木偶劇団は集団所有制の芸能団体であったが、国からの財政補助はなく、経済

上全く自給自足状態であった。図で表示すれば、次の通りである。 

図 13 東昇木偶劇団所得分配図（1959年 12月－63年 3月） 

 

註：1960年東昇全団員の「十四項決意書」〔档案 1961〕によれば、劇団の所得分配に関して、①積立

金は 10％、②請負金は月 200元、③集団奨励金は超過分の 40％、とある。 

                                                           
109松野によれば、農村人民公社において、生産・労働とコストを請負ってまた超過奨励金という「三包

一奨」制度が実施されていた。それは「大包干」制度のもとに実施されたものである。「大包干」は人

民公社の代表的な分配制度であり、生産大隊の規定によって生産収入の一部分を積立金、福利金、管理

費として大隊級に上納するほかは、すべて生産隊が独自に支配するものであって、生産と分配が生産隊

に統一されている。〔松野 1963：41頁〕 

上演収入（月）

「包産」（請負金 ） 超過奨励金

劇団積立金
（60％）

（「工分」制度）

協会積立金
（10％）

基本給団員給料（月） 集団奨励金
（40％）

＝ ＋

（「工分」制度）

劇団支出

上演収入（月）

「包産」（請負金 ） 超過奨励金

劇団積立金
（60％）

（「工分」制度）

協会積立金
（10％）

基本給団員給料（月） 集団奨励金
（40％）

＝ ＋

（「工分」制度）

劇団支出
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つまり、劇団の上演収入は、「包産」（請負金）、劇団支出、超過奨励金、協会積

立金という四つの項目に分類される。 

「包産」（請負金）は、協会規定によって必ず達成しなければならないもので、全

団員の基本給となる。舟山布袋木偶戯の上演は、繁忙期と閑散期があるので、時期に

よって請負金の規定も異なる。 

協会積立金は、規定によって上納するものである。〔档案 1963〕によれば、この積

立金は行政費用（役人の給料・出張費などを含む）や福利事業110・後継者育成（研修

費）などのために積み立てたものであるという。 

劇団支出には、劇場の家賃と電気・電話料金や研修生の給料、芸人のお茶代、上演

時の交通費などが含まれていた。 

超過奨励金は、「包産」（請負金）、劇団支出と協会積立金を差し引いた上演収入

であり、劇団が独自に分配できるものとなる。その中には、集団奨励金と劇団積立金

が含まれる。集団奨励金とは、各団員に分配するものである。その割合は団員の討議

によって団長が決めた。当初は超過奨励金の 40％であった。劇団積立金は、劇団の予

備費として、道具の修理や経営不振の時に使われる。 

団員の給料は、基本給と集団奨励金の二つで構成される。また、図 13 で括弧を付

けた「工分」制度は、各団員の基本給と集団奨励金の分配計算基準である。「工分」

の評定は、劇団内で月 1回行われ、最高は 10 点である。「工分」の総点数に占める

比率によって、各団員の基本給が計算される。 

表 10 東昇木偶劇団団員の基本給と「工分」表（単位：元） 

団員 1962年 6月 1963 年 3月 

潘渭漣 125.00（10点） 125.00 

邵永園 67.50（5.4点） 73.75 

沈林根 46.25（3.7点） 50.00 

顧全林 75.00（6点） 75.00 

潘如明 75.00（6点） 73.75 

王志裕 62.50（5点） 68.75 

鄭明祥 50.00（4点） 50.00 

 

当時団員の王志裕・鄭明祥と研修生の朱愛蘭・王如玉によれば、「工分」は団員の

討議で決まったが、実は権力を持つ団長の考えが第一であった。各団員の「工分」の

点数は、木偶芸人の芸術水準や思想的自覚・勤務態度・職歴の多寡などによって異な

ると言われたが、実はそれも団長の考え一つで決まったという。 

                                                           
110 具体的内容は不明。 

註：〔档案 1962、1963〕により作成。「工分」の点数は、1962年 6月分しか分からない。 
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劇団積立金は、劇団の日常支出や劇場の家賃・上演時の交通費・道具の修理代・研

修生の給料などとして使われる。また、上演収入が協会積立金と請負金にも満たない

場合は、それまでの劇団積立金から補充する。請負金は時期によって変動しているが、

積立金と集団奨励金の比率は変わらない。 

1962 年 6月と 1963 年 3月の東昇木偶劇団各団員（研修生を除く）の基本給と「工

分」は、次の通りである。朱愛蘭・王如玉によれば、研修生の給料は固定で 1962 年、

月 16 元、1963年、月 18元、1964 年、月 21 元であった。 

1962 年舟山の農業・牧畜業・漁業の月平均給料は 42.50元、工業は 45.83元、建築

業は 50.25 元、商業は 48.67元、公務員など事務系職種は 53.08元であった〔『舟山

市誌』（工資福利）：696 頁〕。表 10を見ると、東昇木偶劇団団員の基本給は、それ

ぞれ「工分」によって異なるが、他の職業に較べれば、高かったことが分かる。そし

て、注意すべきは、表 10で記入されたのは各団員の基本給であり、実際には、奨励

金が加わるので、さらに高かった。 

但し、この表は 6月と 3月だけの記録してあり、上演の繁忙期だから収入が特に高

かったかもしれない。1962、63年の年間収支報告を見てみたい。1962、1963 年東昇

木偶劇団の年間収支報告表は次の通りである。 

表 11 1962、1963年東昇木偶劇団年間収支報告表（単位：元） 

年度/年 総収入 総支出 国の財政援助 

上演収入 合計 基本給 支出 合計  

1962 9650 9650 6576 2624 9200 なし 

1963 12153.96 12153.96 8618.23 3920.72 12538.95 なし 

註：1962年度の収支報告表〔档案 1962〕と 1963 年度の収支報告表〔档案 1963〕により作成。「支出」

には上演時支出と奨励金を含む。 

 

表 11 によると、1962年と 1963年には、東昇木偶劇団 10人の年平均基本給は 657.6

元、月 54.8 元、1963 年には 861.8元、月 71.8元となっている。その年平均基本給に、

さらに奨励金を加えると、各団員の平均給料になる。以上の結果を見ると、東昇木偶

劇団団員は舟山地域の高所得者であったことが分かる。 

 

②「基本給・奨励制」の変化（1963 年） 

協会は東昇木偶劇団団員の給料が高すぎると考えたので、1963年 4月新たに劇場積

立金（「劇場拆帳」）が加えた。劇場積立金制度が導入されると、「基本給・奨励制」

にも変化が起こった。その変化を図で示せば、次のようになる。 

 

図 14 東昇木偶劇団所得分配図（1963年 4月-64年上旬） 



 

97 

 

 

 

註：「東昇木偶劇団簡報」〔档案 1963〕より作成。 

  

劇場積立金は、劇場の管理・施設の拡充などのために利用する予備費である。その

ための 20％が加わると、超過奨励金が大幅に減少する。超過奨励金が減少すれば、団

員の給料も減少するので、木偶芸人の積極性を挫く可能性がある。従って、劇場積立

金制度が導入されると同時に、集団奨励金の割合は、元の 40％から 60％に上げられ

た。それに対して、劇団積立金は 40％に下げられた。 

 ところが、劇場積立金制度が導入されてから約 5ヶ月後に起草された「舟山曲芸木

偶工作総結」（1963 年 9月 18日）〔档案 1963〕では、当時東昇木偶劇団の最も深刻

な問題は「個人実、劇団窮、協会空」と指摘されている。「個人実」は、個人が豊か

になっているという意味で、団員給料が高いことを指している。「劇団窮」は、劇団

が貧しい、即ち劇団積立金が少ないことを指している。「協会空」は、協会には何も

残っていないという意味である。即ち、劇団積立金を導入したにも関わらず、協会は

まだこれでも集団の利益が十分ではないと強調している。 

なぜ協会の経済状況がまだ厳しいと強調しているのか？上述の「工作総結」では、

協会は以下の二つの理由をあげる。 

A.客観的な原因は、行政役人や研修生（曲芸を含む）の月 300 元の支出である。 

B.主な原因は劇団内の「不良気風」。 

この「不良気風」について、資料では次のように述べる111。 

たくさんの芸人は目の前の利益を考えるばかりで、「単干」（註 97 参照）をする

か集団経済をするか、その間で迷っていた。たくさんの芸人は、党の集団経済に対し

て、表向きは積極的であるが、その行動は消極的である。引き渡すべき積立金や会費

などを様々な口実を造って引き渡さない、又は上演収入を隠してごまかす。貯金が三、

四百元あって、新しい家を購入したり、派手な結婚式をしたり、する者もいる、協会

                                                           
111 「许多艺人从眼前个人得失出发，在考虑走单干还是走集体经济上摇摆不定，许多艺人对党集体经济道

路问题，理论上积极，行动上消极，应上缴公积金、会员费，以种种藉口，来不交或少交，或隐瞒。个别

艺人积蓄三、四百元，买房子，大办结婚，而对协会还要伸手借钞票，往往有借无还，个别艺人在收入好

时浪吃浪用，因此实也变穷了。」 

上演収入（月）

「包産」（請負金 ） 超過奨励金

（「工分」制度）

協会積立金
（10％）

基本給団員給料（月）

優秀団員奨励金
（10％）

＝ ＋

（「工分」制度）

（90％）

劇団積立金（40％）集団奨励金（60％）

劇場積立金
（20％）

劇団支出

上演収入（月）

「包産」（請負金 ） 超過奨励金

（「工分」制度）

協会積立金
（10％）

基本給団員給料（月）

優秀団員奨励金
（10％）

＝ ＋

（「工分」制度）

（90％）

劇団積立金（40％）集団奨励金（60％）

劇場積立金
（20％）

劇団支出
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に借金を申し込んで返済しない者もいる。このように芸人は収入がよければ浪費して

しまうから、次第に貧しくなったのだ。 

ここでは、協会が幾つかの問題を指摘している。A. 積立金や会費などの延納。B. 上

演収入隠匿。C. 贅沢な生活。D. 協会からの借金を返済しないこと。以上の問題につ

いて、朱愛蘭・王如玉は次のように述べた。 

「そういうことは確かに存在していて、そして『工作総結』の指摘のように、劇団

の間に集団経済をやめ、『単干』をしようと考えている人も少なくなかったが、これ

は①新たな所得制度が団員の直接利益を損なったためによるもので、②心理上の不公

平と思う気持ちもあった。行政役人や研修生の給料などの支出はもちろん、協会に収

められた協会積立金、或は協会経費も大きな問題になっていた。協会の規定によると、

積立金の一部は、団員の福利などとして利用されるべきだが、実際に何も役に立って

いなかった。その収められた積立金がどのように利用されたかということについて、

団員はよく分からず、たくさんの不満があった。」 

Dの借金問題は、団員の不満の証であると考えられる。借金とは、劇団が協会積立

金と劇団積立金を借りることである。劇団の営業が順調であった当時、なぜ協会から

の借金が必要だったのか？実は、赤字が出た時には、上述の積立金から不足を補うこ

とができるという規定があったので、劇団は自分に有利な方法、即ち奨励金を上げる

ことを考えた。劇団の支出は、基本給と支出（上演時支出と奨励金を含む）で構成さ

れる。基本給と上演時支出は変えられないが、奨励金は劇団が決めるので、かりにそ

れを上げれば、赤字が出る。1962、1963年東昇収支報告表（表 11参照）を見ると、

1963年上演収入は 1962年より高かった。しかし、384.99元の赤字を計上している。

その赤字は支出欄の奨励金が上げられたためと考えられる。 

協会と文教局が考えた新しい分配制度は、逆効果をもたらしたのである。その状況

を変えるために、1963年 3月には、協会委員会会議が開催された。芸人代表は、文教

局から会計 1名を派遣して、協会の財務を管理させるように提案した。また、経費の

納入と利用も明確に規定した。具体的な規定は次の通りである。 

まず、協会の経費は団（隊）から納入した積立金と各会員の会費で構成され、主に

事務費と業務の支出として利用される。次に、曲芸の団体と木偶劇団の会費規定は異

なり、木偶劇団の場合は、東昇木偶劇団主演の潘渭漣は月 2元、他の団員は月 1.5元、

ほかの専業・半専業と非専業の木偶芸人は月 1元である。 

曲芸の積立金は別として、東昇木偶劇団の場合は、元の通り協会積立金（10％）と

劇場積立金（20％）で構成される。 

そして、協会係と事務室の問題について、次のように規定されている。 

協会は幹部 1名、会計 1名を配置する。幹部の給料は月 50元、協会が負担する。

会計は月 30元、曲芸の団体と東昇木偶劇団で折半する。協会の事務局は曲芸の劇場

としての舟山書場に設置される。事務局では、電話、協会の印鑑と看板一枚がすべて

の財産である。普段は幹部と会計が事務局で芸人の通信などの処理をしたり、芸人上

演の紹介状などを書いたり、した。 

協会係の給料を含む協会事務局の支出は、120元と限られていた。そのうち、 
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A .係の給料：57 元 

B .係の出張費用：15元 

C .事務室の家賃：3元 

D .郵便料金：16 元 

E .事務費：10元 

F .□□□：19元 

決算する時、黒字の場合は芸人や研修生の奨励金として利用し、赤字の場合は公演

を行い、その収入で赤字を埋めた。 

各団（隊）の業務に関わる支出もはっきりしている。宣伝資料の印刷費は協会が負

担する。封筒や便箋は各団（隊）が協会から買う。入場券の印刷は協会に委託するが、

印刷費は各団（隊）が負担する。電話料金について、島外の場合は自己負担であり、

島内の場合（0.3 元以内）は協会が負担する。 

  

（２）「基本給制」（1964-65年） 

 

朱愛蘭・王如玉によれば、1964年から伝統的な演目の上演が禁止され、五四文化運

動以後の近現代史と生活を反映した現代劇のみ上演した。伝統的な演目を中心に上演

してきた東昇木偶劇団の収入は急に減少した。一方、現代劇を上演するため、劇団は

新しい衣装や道具なども作らなければならなかった。経済の悪化と支出の増加で劇団

の運営は維持できない状態になった。超過奨励金がなくなったばかりか、基本給も次

第に払えなくなった。その結果、分配制度は「基本給制」に変化した。 

1965 年 5月、協会は各団（隊）員の基本給を減らす申請書を文教局に提出した。申

請書の全文は次の通りである。 

报告 

关于调整木偶剧团工资由 

  兹有东升木偶剧团，半年多来，收入不够支出，造成亏累，而且演现代戏以来，并无积累，对新戏服

装头子无法添□，因此演出效果受影响，关于支出过大拟进行压缩。特别对工资方面，通过全团会议，一

致讨论通过如下，请指导审批： 

 （給料変化表略、訳文参照） 

以上如营业过低，工资全部发出有困难时采取按总比例打折扣发给。以上工资总额为 336 元，根据以

往一般营业，大体均能如数照发。青工演员，原为学员，原固定工资为 20.50元，现定为 37元，如工资发

不出时，按实际收入，根据评定工资摊派。 

    以上是否妥当，请予批示。 

上报告专署文化科  张科长 

1965年 5月 28日 

⊙盖章：舟山专区曲艺木偶工作者协会 

（訳） 

木偶劇団給料調整理由についての報告 

 東昇木偶劇団は、半年以上収入が十分ではなく、欠損が出た。そして、現代劇上演以来、積立金を積

み立てることができず、新しい人形の衣裳を買い入れることもできなかった。それで、上演にも影響が
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出たので、過度の支出を圧縮するため、特に給料については、劇団の全員会議で、以下のように決めた。

審査して認めてください。 

職別 名前 1965年 6月以前 1965 年 6月以後 

団長 潘渭漣 100．00 68．00 

副団長 邵永園 51．20 40．00 

団員 顧全林 51．20 40．00 

団員 潘如明 51．20 40．00 

団員 王志裕 48．00 37．00 

団員 朱愛蘭 38．50 37．00 

団員 王如玉 38．50 37．00 

団員 潘定良 38．50 37．00 

もし収入が低すぎて給料が決定通りに出ない場合は、合計の比によって分配する。以上の合計賃金は

336元だが、以前の一般的な営業によって、それは大体達成できる。若い団員は元の研修生である。元

の基本給 20.50元は、37元に上昇する。もし基本給のすべてを支払うことが出来ない場合は、実際の収

入によって比例で分配する。 

 上記の妥当性について、指示を乞う。 

専署文化科（文教局の部門） 張科長 

1965年 5月 28日 

⊙印鑑：舟山専区曲芸木偶工作者協会 

 註：申請書に記入された表を表 12とする。題：表 12 東昇木偶劇団団員の基本給変化表（1965年 6

月から実施）（単位：元） 

 

表 12 を見ると、各団員の基本給がそれぞれカットされているが、団長の潘渭漣の

減少額が最も大きい、約三分の二に減っている。1965 年 8月、団長の潘渭漣は東昇木

偶劇団に黙って、臨時雇用の王嗣慶と「単干」を試した。しかし、文教局の指示で 2

ヶ月後劇団に戻った。この事件について、朱愛蘭は、「当時、協会も人々も団長の潘

渭漣がこのことをしたのは、許されないと思った。しかし、東昇木偶劇団に欠かせな

い名人の遣い手であったので、ただ協会の総会で批判されただけで済んだ。」と言っ

た。 

 

（３）国の財政援助（1966 年文革開始後） 

 

1966 年 8月 5日（文革開始直前）、浙江省財政庁（財務庁）・浙江省文化局から「集

団所有制劇団が文革に参加する時の経済問題についての聯合通達」〔舟山県文教局档

案 1966 年（舟山市档案館所蔵）〕が発布された。 
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浙江省财政厅、浙江省文化局 

关于集体所有制剧团参加文化大革命运动期间经济处理问题的联合通知 

财行（66）字第 406号 

文财（66）字第 89号 

各专署财贸办公室、文卫办公室，各县市财政局、文教局： 

  由毛主席、党中央直接领导的伟大的无产阶级文化大革命运动，已经迅猛地开展起来了。这是一场意

识形态领域里的兴无灭资的及其尖锐复杂的阶级斗争，这是一场资产阶级阴谋复辟和无产阶级反复辟的你

死我活的斗争。这场文化大革命，正在大大推动我国社会主义事业的前进，也必将对世界革命的现在和未

来，发生不可估量的深远影响。建国十几年来，以周扬为头目的文艺界一小撮党内外的资产阶级代表人物，

用反党反社会主义的黑线，对抗毛主席的文产阶级文化革命路线，周扬黑帮窃据文艺界的领导岗位，专了

我们十几年的政，给党的文艺事业造成了重大的损失。我们一定要在这场无产阶级文化大革命运动中，高

举毛泽东思想伟大红旗，活学活用毛主席著作，以毛泽东思想为武器，彻底揭发和铲除反党反社会主义的

文艺黑线，横扫一切牛鬼蛇神，把无产阶级文化大革命进行到底，保卫党中央，保卫毛主席，保卫毛泽东

思想。一切革命的文化艺术工作者都应相应党的号召，在当地党委的直接领导下，积极投入这场伟大的文

化大革命运动。 

  据了解，各地集体所有制剧团、曲艺团队等单位，已经或即将在当地党委领导和统一部署下，陆续开

展文化大革命运动。在运动期间，大都要短时间的停止演出活动，这样有些单位在经济上将暂时产生一些

困难。为了使这些单位的同志们安心参加运动，对由于停止演出而使经济上发生的困难，请各地文化行政

部门、财政部门共同研究，根据剧团等单位的实际情况和当地财政的可能，酌情予以补助。 

1966年 8月 5日 

浙江省财政厅、浙江省文化局 印 

 

この通達内容の三分の二は、文革に関する政治的プロパガンダで、「一切の文化文

芸工作者は、共産党の呼びかけに応え、積極的に文革に加わるべきだ」と強調してい

る。木偶劇団に関する指示内容については、次の通りである。 

「各地域における集団化された劇団や曲芸団体は、既に、或は間もなく現地の共産

党委員会の指導によって、次々と文革運動を展開するようになった。運動を実施する

ときには、しばらくの間、上演活動がほとんど停止されるので、経済上の困難が出る

はずだ。これらの団体の人々が安心して運動を参加するように、上演禁止による経済

上の困難については、各地の行政・財政部から検討して、劇団などの職場の実際状況

や現地の財政能力に基づいて、できるだけ補助する。」 

 

この指示によって、東昇木偶劇団の上演活動は一切停止し、団員の基本給は国の財

政援助で提供されるようになった。基本給の支給は、1965年 6月から実施されたが、

1967年 9月から財政援助の不足で再びカットされた。その変化は次の通りである。 

 

表 13 東昇木偶劇団団員の基本給変化表（単位：元） 

職別 名前 1963 年 6月～ 1967 年 9月～ 

団長 潘渭漣 68.00 50.00（1966 年 10月から実施） 
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副団長 邵永園 40.00 35.00 

団員 顧全林 40.00 30.00 

団員 潘如明 40.00 35.00 

団員 王志裕 37.00 35.00 

団員 朱愛蘭 37.00 30.00 

団員 王如玉 37.00 37.00 

団員 潘定良 37.00 35.00 

註：「東昇木偶劇団給料調整についての申請書」（1965年 5月 28日）、1967年 9月 7日の給料統計

表により作成〔档案 1958-68〕。 

 

表 13 を見ると、東昇木偶劇団団員の基本給は、1967 年 9月再び減少し、1963 年 6

月より平均 13.3％ほどカットされたことが分かる。 

潘渭漣の基本給の支払いが 1966年 10 月から実施されているのは、文教局の処分を

受けたためである。潘渭漣は「単干」をしたことで協会の総会で批判されたが、現状

に不満で、団長の権利を利用して、その後劇団の積立金を全て給料として配った。そ

のため、1966 年 10 月文教局は潘渭漣の団長職を罷免した上、基本給も 50元まで引き

下げた112。 

そして、1967 年 9月 9日舟山地区文教局は、当時芸能などを管理していた舟山地区

軍管会への報告で、「国からの財政援助を使い果たしたので、芸人の生活は困難であ

る」と報告し、国の支給を継続するように求めた。また、いつも国から支給するのが

無理なら、今後革命模範劇の上演を許可できないかと尋ねた。さらに、芸人が別の職

業に付けるように要求した。具体的な項目は次の通りである。 

A .盲人の芸人（「唱新聞」の芸人）は盲人工場に参加させ、開業資金は政府が提供

する。 

B .農作業が困難な虚弱の芸人は、商人として登録させた上で、開業資金は政府が提

供する。 

C .都市戸籍の芸人には、新たな仕事を斡旋する。 

D .高齢者には補助金を出し、家に帰らせる。 

E .農村戸籍の者は、現地の人民公社に参加できるが、本人が農作業を望まず、芸を

続けることを希望する場合は補助金を提供し、家に帰らせる。 

〔档案 1958-68〕 

 

以上、中国の 1960 年代の不安定な社会環境下で行われた芸人講習会や、集団化さ

れた東昇木偶劇団の所得分配制度を検証した。 

                                                           
112 「潘渭漣の免職・給料を減給についての通達」舟山県文教局档案 1966年（舟山市档案館所蔵） 
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 芸人講習会は半月かかる。木偶芸人にとっては、その間、上演ができないので、経

済面での影響が大きかった。それでも、上演を休んで、講習会に参加しなければなら

ない。その一番大きい理由は、芸人登録証を取るためであった。 

 講習会の通達を見ると、芸に関する創作作品の演目と楽器を持参することになって

いるが、使われていない。芸人たちは、合宿形式で集団生活をしたり、プロレタリア

階級の政治思想や社会主義の理論、時事に関する問題などを学習した。「百花斉放、

百家争鳴」「批評和自我批評」（批判と自己批判）という指導方針のもと、「大鳴大

放大弁論」が行われて、壁新聞がべたべた貼られた。 

 「木偶・曲芸の団体を整理する」ために、芸人に関するすべての状況を把握するの

が目的であった、私生活の中までも知ろうとした。「大鳴大放大弁論大字報」（「四

大」）という方法を利用して、芸人たちに相互批判を行わせた。誰でも壁新聞を書く

ことができるし、誰でも自分の不満を言うことができた。そして、自分が批判しなけ

れば、相手に批判される。人間関係は疑心暗鬼になって、肉親の情や友情も失われた。

このような状況の中、重点批判対象者が造られた。これは主催者の狙いであった。 

 重点批判対象者とは、一体何なのか？その規準は、何か？政府の言い分は、「政治

問題がある人と法律・規律を無視する人」である。しかし、重点批判対象者とされた

董阿旺は別に重大な規律違反を犯した者ではない。曲芸・木偶芸人の間には、重点批

判対象者の該当者は存在しなかった。このような状況下、董阿旺は無理に選出された

のである。 

 「基本給・奨励制」の所得分配制度は、農村集団化の分配制度から発展し、次第に

他の職業に広がって、60年代には集団化された東昇木偶劇団でも実施された。舟山の

木偶芸人は、昔から木偶戯を職業として上演してきた。しかし、政府は、集団や民衆

に奉仕することを要求した。また、木偶芸人が一生懸命に稼いだ中から積立金や公益

金、福祉金などを収めさせるだけではなく、幹部の給料と出張の旅費、会計（係り）

と将来の見通しが付かない研修生の給料も払わせた。一方、伝統的な演目の上演が禁

止され、収入も減少した。徐々に、芸人の政府や協会に対する不信が高まった。従っ

て、積立金や会費の延納問題や、上演収入隠匿問題、借金、「単干」などの問題が起

こってきた。芸人はそもそも口では承諾したが、心の中ではこのような集団化制度に

納得していなかった。 

 

第３節  文革時期の舟山布袋木偶戯 

 

解放後、中国の戯曲は毛沢東が提唱した「百花斉放、推陳出新（古いものを新しい

ものに変える）」という方針のもとに改革が始まった。木偶戯は民間戯曲の一種でも

あり、この戯曲改革の影響は木偶戯にも及んだ。 
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戯曲改革は「改戯、改人、改制」113を主な内容として行われ、その中でも「改戯」、

つまり演目の改革に重きが置かれた。演目を現代物を中心にするか、それとも伝統戯

を中心にするかという問題が、1950 年代中国演劇界の大きな争点であった。1960年、

文化部は、現代物（現代戯）、伝統戯、新作の歴史物（新編歴史劇）の三つを同時並

行で上演する、「三並挙」の方針を提議した114。  

しかしその後、政治情勢は一変して、党上層部内での闘争が激しくなり、毛沢東は

階級闘争の緊急性や社会主義教育の強化を強調した。それで、文学や演劇などは社会

教育の手段として、政治闘争に巻き込まれた。 

1963 年、毛沢東は指示で京劇上演管理を担当する文化部の役人に対して、演劇の現

状を厳しく批判した。 

「戯曲には、大量の封建的なものが存在し、社会主義のものは少ない。舞台に登場

するのは、皆帝王将相、才子佳人を主人公とする封建的な内容を賛美するものである。

（文化部はこれらを放置している。）文化部は文化管理の責任者であり、この問題を

解決しなければいけない、きちんと反省してから、真剣に直すべきだ。そうしないな

ら、文化部の名前を『帝王将相部、才子佳人部、外国死人部』と改めるべきだ。」 

この批判に応えて、演劇界では、演目をめぐる問題が再び提起された。「写十三年」
115というスローガンを掲げ、中華人民共和国成立後十三年の社会主義の生活を現すも

のだけを社会主義の文芸と認めた。つまり伝統戯も新作の歴史物の上演も禁止された。

〔『中国大百科全書』（戯曲巻）：506頁〕民間演劇としての木偶戯もその「整風」

に巻き込まれて、伝統戯と新作の歴史物の上演はすべて禁止され、現代物だけしか上

演できなくなった。 

共和国成立から文革開始までの 15年間、ソ連からのオブラスツォーフ訪問をきっ

かけとして、民間戯曲としての木偶戯は、政府の文化政策の中で重視され、公的な木

偶劇団は次々と設立された。その間、演目に関する議論や党の権力闘争に巻き込まれ

ることもあったが、新たに木偶戯の進むべき道を模索していた。 

しかし、政治・経済領域から思想・文化・文学領域まで甚大な被害をもたらした文

化大革命の勃発により、木偶戯はすべての上演活動を禁止されるという存亡の危機を

迎えることになった。 

文化大革命、いわゆる文革時期の中国の木偶戯については、資料や記録などが少く、

従来の研究ではほとんど触れられていない。本節は、東昇木偶劇団を例として取り上

げ、文革が中国木偶戯や木偶芸人に与えた影響を明らかにしたい。 

                                                           
113改戯とは演目の改革、改人とは役者への教育、改制とは演劇界の習慣の改革。 

114 1960年 4月 13日-6月 17日、文化部が主催した「現代題材観摩演出」で、当時文化部の部長を務め

た斎銘燕は、戯曲改革の方針と演目の政策について、「我々は現代物（現代戯）、伝統戯、新作の歴史

物（新編歴史劇）の三つを同時並行する」べきだと明確に主張した、これが「三並挙」の出典である。

伝統戯とは、京劇を始めとする各地の戯曲で上演されてきた演目、現代物とは、共和国成立後に創作さ

れた、抗日戦や国共内戦での共産党や八路軍の戦いを題材にしたものや、革命後の生活を反映したもの、

新作歴史劇とは、例えば、「李剛打朝」（拙稿 a、2014、124頁）のように、共産党の政治宣伝のための

新たな意味を付された新作の歴史物。 

115 1963年上海市長の柯慶施の言葉。 
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資料については、主に①文革を経験した舟山木偶芸人の聞き取り調査、②元東昇木

偶劇団の若手団員であった朱愛蘭所蔵の文革後期（1972-78）の資料と舟山市档案館

所蔵資料、③各地の木偶戯研究に見られる芸人たちの文革に関する回想録、④ネット

での記事、などを利用した。 

 

１ 全国の動き 

 

（１）文革開始 

 

文革が正式に始まったのは、「中国共産党中央委員会通知」（「五・一六通知」と

略す）が配布された 1966 年 5月 16 日である。その二週後の 6月 1 日、『人民日報』

には「横掃一切牛鬼蛇神」と題した社説が発表された。この社説で初めて「四旧」（古

い思想、文化、風俗、習慣）を打ちこわし、「四新」（新しい思想、文化、風俗、習

慣）を打ち立てることが文革の重要任務として提唱された。社説は次のように述べる。 

 「プロレタリア文化革命は、何千年来すべての搾取階級が創建した毒害があるもの、

即ち旧思想、旧文化、旧風俗、旧習慣を徹底して打ちこわさなければならない。そし

て、多くの人民の間に、新たなプロレタリアの新思想、新文化、新風俗、新習慣を打

ち立てる。」 

 「破四旧」運動は北京から、急速に全国に広がり、様々な領域が被害を蒙った。戯

曲界は特に大きな影響を受けた。木偶戯の世界においても、舞台や道具、台本、また

旧小説など台本の参照用に先代から伝えられた書籍も「四旧」の対象として燃やされ

た。 

 中国木偶芸術劇団について述べると、「文革前に三部屋の展示室116に展示されてい

たチェコ、ボーランド、ソ連、日本など 16 国の木偶戯の人形や影絵人形、また中国

の四川省、陝西省、湖南省、広東省、福建省などの木偶戯、影絵芝居に関する歴史資

料など、総計 170点が、すべて失われた。その人形や精巧な木偶戯舞台の模型は、劇

団の中庭に運び出され、そこで燃やされてしまった。その時、劇団の管理機構は崩壊

し、団員はすべて下放117された。『四旧』に属すとみなされた団員の私物（人形、台

本など）もすべて没収された。普段上演するときに使う人形や舞台などは、管理され

ずに回廊に放置された。それで、子供たちの玩具となり、最後は捨てられたものが多

かった。一方、保存されていた資料や人形なども、管理人不在の状態で、箱に入れた

まま倉庫に放置され、雨漏りのため腐乱して、結局はやはりゴミとして処理された。

一部の人形は風化でひび割れ、使用できなくなった。 

                                                           
116中国木偶芸術劇団の住所について、現在は北京市西城区宣内大街 183号にあるが、元の住所は資料が

見つからず、不明。 

117 幹部を農村へ行かせて思想改造させること。 
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1970 年の末、劇団に戻った団員は部屋の掃除を行った。その時、たくさんの頭がな

い人形と衣装が破れた人形が発見されたが、ボイラー室の燃料として燃やしてしまっ

た」という〔雁書 1996〕。 

 

（２）「革命様板戯」の流行 

 

革命模範劇、即ち「革命様板戯」とは中国共産党を称揚するストーリーを、伝統的

な京劇や、バレエなどで表現したもので、「革命様板戯」という時の「戯」には、ピ

アノ曲やバレエ曲、交響楽も含む、文革開始後、戯曲において伝統戯などの伝統演目

は、すべて「帝王将相、才子佳人」を讃える「封・資・修」（封建主義・資本主義・

修正主義）のものとして批判された。当時の人々は、繰り返し「革命様板戯」を見る

のが娯楽のすべてであった。 

 文革初期に演じられた「革命様板戯」は、現代京劇「智取威虎山」「海港」「紅灯

記」「沙家浜」「奇襲白虎団」とバレエ「白毛女」「紅色娘子軍」および交響楽「沙

家浜」だけで、これらだけが、テレビやラジオで放送され、劇場で上演されていた。 

 「革命様板戯」は広くさまざまな形式で上演されたが、一方、それらを勝手に改編

したり、真似たりすることは許されなかった。「丑化様板戯」（様板戯を醜く描く）

「破壊様板戯」（様板戯を破壊する）などの政治重罪に関わるというので、慎重に取

り扱われた。 

 だから、当時は「八億人民八個戯、毎人都能唱幾句。万里江山万花稀、一看八年不

許膩。」（8億の人々は 8つの出し物しか見られない、皆少しなりとも歌える。広い

国土に花は少ない、「革命様板戯」は八年見ても、うんざりすることは許されない。）

というような歌謡が流伝していた。 

 1970 年までの状況は、この様であったが、70年代に入ると、政治情勢が緩和した

のに伴い、その厳しさも少し弱まった。 

1971 年、党副主席であった林彪が企てた毛沢東打倒のクーデターが失敗し、周恩来

が国務院を主宰するようになり、ようやく中国は荒廃した秩序の再建や経済の回復に

向かい始めた。毛沢東への個人崇拝に関わる語録歌118や忠字舞119などは衰退し、「封・

資・修」として批判された映画や音楽、舞踊などの上演が徐々に回復し、外国との交

流も再開した。 

「革命様板戯」もそれまでの八つから、1974年には十七まで増えた。即ち、前述の

八つのほか、ピアノ曲「紅灯記」・ピアノ協奏曲「黄河」・革命現代京劇「龍江頌」

「紅色娘子軍」「平野作戦」「杜鵑山」・革命現代舞踊劇「沂蒙頌」「草原女児」・

革命交響楽「智取威虎山」である〔譚君 2013：85 頁〕。 

 「革命様板戯」は民間の歌や舞踊、音楽、語り物、木偶戯など様々な領域に取り入

れられていた。長い間、上演ができなくなっていた地方劇、例えば上海の滬劇、広西

                                                           
118「毛沢東語録」を歌詞にした曲。 

119毛沢東に忠誠心を示すため踊った集団舞踊で，1968 年に遼寧省で始まり，その後各地に普及した。 
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の壮劇、湖南の花鼓戯、遼寧の評劇などは、「革命様板戯」をもとに、「移植」と呼

ばれる改作を作ることにより、徐々に上演が回復した〔譚君、上掲論文 90頁〕。 

 

（３）全国木偶皮影戯コンクール 

 

1970 年代、木偶戯には大きな出来事があった。60 年以降行われていなかった全国

木偶皮影戯コンクールが 15年ぶりに 1975 年 11月 11日-12月中旬に行われたのであ

る。下記はそのプログラムである。 

表 14 1975年全国木偶皮影戯コンクール上演表 

演目 劇 の 種

類 

上演団体 場所 

第一批 

平原作戦：第九場「爆炸軍火」（提線木偶漢劇移植革命現

代京劇）、追車（布袋木偶、快板劇）、戦悪鯊（皮影、小歌

劇）、争上工地（提線木偶、小漢劇） 

広東省木偶劇団、陸豊県

皮影劇団、五華県木偶劇

団 

東風劇場 

紅燈記選段：「打不尽豹狼絶不下戦場」（紅小兵

学唱鋼琴伴唱）、南瓜生蛋（小歌舞）、向陽河畔

（小歌舞）、東海小哨兵（小歌舞） 

木偶戯 上海市木偶劇団 民族宮礼

堂 

沙家浜：第四場「智闘」（秦腔移植革命現代京

劇）、金扁献給毛主席（歌舞）、楽器合奏、舞踊

等 

木偶戯 陝西省木偶劇団 児童劇場 

小運動員（小歌劇）、学雷鋒（小歌劇）、采蘑菇

（童話劇）等 

皮影戯 湖南省木偶、皮影劇団 地質礼堂 

智取威虎山：第一場「乗勝進軍」、第三場「深

山問苦」（学演革命現代京劇）、躍進紅旗迎風

展、帯響的弓箭 

木偶戯 黒竜江省哈爾濱市民間芸

術劇院木偶劇団 

建築礼堂 

敬祝毛主席萬寿無彊（小歌舞）、漁港螺号（広

州方言小歌劇）、向陽花（広州方言小歌劇） 

木偶戯 広東省木偶劇団 民族宮礼

堂 

平原作戦：第六場「襲擾県城」（学演革命現代

京劇）、高山勁松（漢劇）、乒壇新苗（小話劇）、

小歌劇、舞蹈、女声表演唱等 

木偶戯 湖北省木偶劇代表団 東風劇場 

紅色娘子軍：第一場「常青指路」（碗碗腔移植

革命現代京劇）、杜鵑山：第三場「情深如海」

（阿宮腔移植革命現代京劇）、一顆苗（弦板

腔）、山村新曲（碗碗腔） 

皮影戯 陝西省華県碗碗腔皮影演

出隊、富平県阿宮腔皮影

演出隊、礼泉県弦板腔皮

影演出隊 

児童劇場 

平原作戦：第四場「智取炮楼」（学演革命現代

京劇）、瑶山猎手（小歌劇）、器楽合奏、雑技、

舞蹈等 

木偶戯 湖南省木偶、皮影劇団 政法干校

礼堂 

龍江頌：第一場「承担重任」、第八場「閘上風

雲」（東北影腔移植革命現代京劇）、向陽花開、

紅色信号 

皮影戯 黒竜江省哈爾濱市民間芸

術劇院木偶劇団 

建築礼堂 

第二批 

平原作戦：第三場「魚水情深」（粤劇移植革命

現代京劇）、小紅哨（小歌劇）、紅軍標語（小話

劇） 

木偶戯 広西壮族自治区木偶劇団 公安部礼

堂 

白毛女：第七場「太陽出来了」（東北地方戯移

植革命現代京劇）、争奪（小話劇）、紅軍鞋（小

舞劇）、舞蹈、表演唱、雑技等 

木偶戯 遼寧省錦州市郊区木偶劇

演出隊 

児童劇場 

智取威虎山：第五場「打虎上山」（学演革命現

代京劇）、小虎買瓜（京劇）、看女児（小演唱）、

歌舞、雑技 

木偶戯 江蘇省揚州地区木偶劇団 政法干校

礼堂 
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紅燈記：第六場「赴宴闘鳩山」（学演革命現代

京劇）、放羊歌、東海哨兵 

木偶戯 福建省泉州市提線木偶劇

団 

東風劇場 

学習大寨鉄姑娘（舞蹈）、一粒糧食一片心（舞

蹈）、你追我赶学大寨（嗩呐独奏），草原紅花：

第四場「英勇勝敵」、尾声「紅花向陽」（碗碗腔

移植歌舞劇）、小歌舞、雑技等 

木偶戯 山西省孝義県木偶劇団、

浮山県毛木偶劇団 

建築礼堂 

智取威虎山：第三場「深山問苦」（高腔）、第六

場「打進匪窟」（胡琴）（川劇移植革命現代京

劇）、沙家浜：第四場「智闘」（弾戯）（川劇移

植革命現代京劇）、小歌舞、小歌劇、四川清音

等 

木偶戯 四川省成都市、儀隴県、

資中県、綿竹県木偶劇団 

政法干校

礼堂 

草原紅花（歌舞劇）、大寨紅花篇遍地開（楽器

合奏）、唱着歌児上北京（小歌舞）、我愛北京天

安門（歌舞）等 

木偶戯 北京市木偶劇団 東風劇場 

智取威虎山：第五場「打虎上山」（学演革命現

代京劇）、紅雲岡：第四場「情深意長」、第七場

「重返前線」（学演革命現代京劇）、山荘紅医（根

拠同名豫劇改編）、打狼（童話劇） 

皮影戯 河北省唐山市皮影劇団 児童劇場 

智取威虎山：第五場「打虎上山」、第八場「計

送情報」、第十場「会師百鶏宴」（学演革命現代

京劇）、杜鵑山：第二場所「春吹杜鵑」（学演革

命現代京劇）、小皮鞄的故事、紅松岡等 

木偶戯 福建省龍渓地区布袋木偶

劇団 

公安部礼

堂 

註：『北京日報』1975年 11月 1日第 2版、11月 19日第 4版、12月 4日第 4版、12月 13日第 4版に掲

載された記事により作成。原文のままのせる。 

 

このコンクールは 2 回に分けて行われ、第 1回は上海、湖南、湖北、陝西、黒竜江、

広東の代表団、第 2回は北京、福建、広西、江蘇、遼寧、河北、山西、四川の代表団

が参加した。上演された木偶戯と皮影戯の演目は合わせて100ある。上演表を見ると、

各木偶劇団の演目には、革命現代京劇から取り入れたもの、ないしは移植革命現代京

劇が必ず冒頭の演目となっているが、ほかに子供の生活を反映した児童劇や、オペラ、

舞踊、交響楽、歌唱、雑技などもある。このコンクールについて、china.com.cn に載

せる「中国現代木偶芸術発展概覧」では次のように評価されている。 

「今回のコンクールは文革後期に行われたため、木偶戯はまだ文革の影響から離れ

ていない。上演された演目は単一の題材（毛沢東や社会主義などを讃えるものを指す）

に限られたが、取り入れられた演目のモチーフの処理や現代人物の造型、舞台装置な

どは有益な試みを導入していた。」 120 

これは文革以来、中国木偶戯界の最大のイベントとして行われた。1966 年文革開始

後、「破四旧」の対象とされていた木偶戯にも、ようやく復活の兆しが見えた。 

全国のこのような動きに対して、地方での木偶戯の活動は、どのような状態だった

のだろうか？次の章では浙江省の舟山の東昇木偶劇団を例に考えてみたい。 

  

２ 当時の東昇木偶劇団 

 

                                                           
120 http://www.china.com.cn/aboutchina/zhuanti/muou/2008-11/19/content_16791481.htm（2014.9.22 閲覧） 



 

109 

 

 

文革中、木偶戯に関わる全国の動きは既に述べた通りである。前述した「帝王将相、

才子佳人」批判による戯曲界の上演禁止や「革命様板戯」の上演などの戯曲界の動向

と「破四旧」運動は、地方の木偶戯にも大きな影響を及ぼした。ここでは、舟山の東

昇木偶劇団で起きたことを、劇団創設から時系列に沿って、具体的に検討する。 

 

（１）「破四旧」運動 

 

文革開始前の東昇木偶劇団は、政治に翻弄されて、経営不良の状況に陥った状況を

第４章第１-２節で既に述べた。だが、どんな状況でも木偶戯の上演は、継続してい

た。しかし 1966年文革が始まり、上演禁止令が出されると、全国の木偶劇団同様、

東昇木偶劇団も命令に従って上演を止めた。それに引き続き、全国で行われた「破四

旧」運動が始まると、劇団はさらに大きな衝撃を受けた。 

東昇団員だった王志裕によれば、文革開始後まもなく劇団は「破四旧」運動により、

普段使っていた舞台や人形、道具などを舟山劇院広場（現在の定海文化広場）で焼却

された。一部残されたものもあったが、上演禁止で使わないため、そのまま放置され、

結局使えなくなった、という。 

当時、東昇はどれほどの被害を受けたのか？文革終結後、王志裕と潘渭漣、潘定良

などは、舟山の木偶戯を復興するため、記憶によって東昇が文革中に紛失したものと

紛失理由の項目表を作った。王志裕は 1973 年東昇解散後、文化局の指示によって劇

団に残された頭、道具などの管理者であった。項目表は以下の通り。＊を付けたのは、

王志裕の説明。 

東昇木偶劇団における紛失道具類一覧 

＜一＞舞台 大舞台、1；小舞台、2 

＜二＞背景幕 龍宮殿、1枚；山景色、1枚；公堂（法廷）、1枚；家堂（屋敷の広間）、1枚；貧乏家、1

枚 

＜三＞衣装と道具 役人の長着（袍）：紅袍、1着；黄袍（龍袍、絹織物の生地）、1着；黒袍、1着；白

袍、1着；青袍、1着。庶民の衣装（男性）：赤、1着；黄、1着；金、1着；黒、1着；薄青、1着；白、

1 着；黒、1 着；黛色、1 着；深紅、1 着、ほかに薄黄のチョッキ、1 枚。女性の衣装：淡紅（刺繍）、1

着；薄黄色、1着；黒、1着；純白、1着、ほかに黒い縁飾りのチョッキ、1枚。「破四旧」で舟山劇院広

場で燃やされたもの：帝、王、将、相の衣装約 10組；唐の三蔵法師の衣装、1組。＊王の説明：舟山劇

院広場で燃やされたもの以外も、ほとんどが管理が悪く腐敗。武器：18本一組の半分。女性の髪で作っ

た伝統戯の人物の髭、雄鶏の羽で作った羽飾り、などの道具類も長期にわたり使用しなかったため腐敗。 

＜四＞布類 緑の大舞台の囲布121、1枚；濃紺の小舞台の囲布、1枚；蚊帳生地の幕、2枚 

＜楽器＞板胡（胡弓）、2；二胡、2；三弦、1；チャルメラ、1。値段：約 300元；2つの二胡は、長期の

上演停止で琴筒を覆う皮が腐敗、弓も紛失。値段：約 10元。＊王の説明：2つの板胡は、長期の上演停

止で使えなくなり、最後に行方不明になった。 

＜人形頭＞約 10個。＊王の説明：「破四旧」の時、舟山劇院広場で燃やされた。 

＜帳簿＞王志裕と朱愛蘭が最後に決算した帳簿は、1966 年 6月以降朱愛蘭が管理している。 

                                                           
121 後ろの上演者を隠すために掛ける幕。 
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潘渭漣、潘定良、王志裕（署名） 

1978年 6月 1日 

註：〔档案 1972〕より作成。 

 

元東昇団員の朱愛蘭などの話によれば、東昇は 1つの大舞台と 2つの小舞台を持っ

ていた。これは舞台の項目に記されている数と一致する。つまり、東昇の舞台は、文

革時期にすべて無くなったことが分かる。その大舞台は、1960 年代の初期に作られ、

市内の劇場でしか使わない、小舞台は、2つとも解放前に作られたものであり、携帯

に便利なので舟山の各島や市外への上演で用いられていたという。 

5枚の背景幕も、朱の話とはほぼ一致する。前述の小舞台は背景幕を使用しないの

で、表に記されているのは、すべて大舞台で用いられたものである。それで、背景幕

も文革時期には、すべて紛失したことがわかる。 

 衣装と道具類では、紛失した衣装の色や数について、詳細に記入されている。その

中、「破四旧」で燃やされたのは「帝王将相の衣装約 10 組；唐の三蔵法師の衣装、1

組」だけで、その他は、ほとんど長期の放置で腐敗したことが、王志裕の説明で分か

る。また、布類と楽器も同じ原因で無くなっている。 

 人形頭の項目を見ると、燃やされたのはわりに少ない。舟山木偶戯の上演は、一般

に一組 30の人形頭を揃えなければならないという。東昇の 3つの舞台で使用する人

形頭は、少なくとも 90必要である。人形頭 10ではその九分の一しかない。残りの頭

の行方については、ここで記入されていないが、腐敗して使えなくなったものもある

ことは予測できる。筆者が王志裕を訪ねた時、王は自宅の古い木箱に保存している幾

つかの人形頭を出してきて、東昇の時に使ったものだと説明した。 

また、東昇の団員には、元個人戯班の班主だった人が多く、自ら舞台や人形頭、道

具などを持っていた人も多かった。個人の所有だったそれらの舞台や道具、台本類も

文革時期に焼却され、被害を受けた。 

東昇団員の鄭明祥が所蔵した台本や小説、楽譜などは「破四旧」の時に紅衛兵に差

し押さえられた。その一部は父親から受け継いだものであった。二組（60個）の人形

も差し押さえられて燃やされた。 

2011 年に鄭明祥を訪ねた時、同じ普陀出身の鄭龍江（1947 年生まれ）に会った。

鄭龍江は楽器の伴奏を担当し、木偶戯を副業として現在も活動している。父親と祖父

は木偶芸人であり、1955年以前は棒遣いの「下弄上」を上演していた。文革の時、鄭

龍江の家に所蔵した多くの「下弄上」の人形は、1968 年に紅衛兵に差し押さえられ、

燃やされたり、捨てられたりした。鄭龍江は先代の宝物を残すため、幾つかの人形を

隠そうとしたが、紅衛兵に「お前、まだあるのか、隠すことはできないぞ！出せ！」

と脅されて、すべて焼いた、と言う。 

 木偶芸人の侯恵義は「破四旧」の時に、紅衛兵の「抄家」（家宅捜索し財産を没収

すること）を怖がって、舞台や人形、多くの台本などをほとんど自ら家の庭で焼却し

た。幾つかの人形は玩具として隣の子供にやった、と言う。「侯家班」の伴奏を担当

した定海干 出身の顧国芳（1950-2012）の家は、父親と祖父が曽て「下弄上」の芸
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人だったので、文革前にはたくさんの「下弄上」の人形と台本などを所蔵していた。

その中には鶯鶯と張生（「西廂記」の主人公）の人形もあったそうだ。しかし文革の

時、顧の父は人形を金槌で壊して、台本などと一緒に焼却してしまった、という。 

 このような被害を受けたのは、舟山だけではなく、各地にあった。例えば、浙江省

泰順県の木偶芸人の周徳は文革の時、被批判者として県の批判会に出された際、家に

所蔵した台本や先代から引き継いだ旧小説など、合わせて 3000 冊を燃やされたとい

う〔呉恒謙 2000：83頁〕。 

 

（２）木偶戯の「革命様板戯」（「紅灯記」） 

  

「破四旧」運動の後、社会が少し落ち着くと、劇団は経済面から考えて、再び木偶

戯を上演しようとした。しかし、見世物は他の戯曲と同様に、以前の演目がすべて上

演できず、当時全国で広く行われた「革命様板戯」しか考えられなかった。こうして、

木偶戯の「革命様板戯」は実際に舟山で上演した。当時の上演に参加した木偶芸人の

鄭明祥によれば、当時選んだ演目は現代京劇から取り入れた「紅灯記」であったとい

う。「紅灯記」のあらすじは以下の通り。 

 中国東北の被占領地区の鉄道員・李玉和と老母・李奶奶、十七歳の娘・李鉄梅の一

家は、1922 年の 2・7ストライキの流血闘争で一つに結ばれた非血縁家族であった。

共産党の秘密党員李玉和は 1938年晩秋、党組織の柏山ゲリラ部隊へあてた暗号電報

転送の任務を受ける。危険を察した李奶奶は、鉄梅に一家三代の歴史を切々と説いて

聞かせ、鉄梅は革命の先人から送られた紅灯を受け継ぎ、秘密電報を守ることを誓う。

日本憲兵隊長・鳩山は李玉和と李奶奶を逮捕して秘密電報の行方を追及するが得られ

ず、二人を処刑する。鉄梅は父と祖母の意志を継ぎ、敵の追っ手を逃れ、柏山に暗号

電報を届け、党の任務を完成する。 

上述した物語が木偶戯にすると、以前の舞台と人形頭はそのまま使うが、衣装や道

具などは変えないといけない。当時の状況について、鄭明祥は次のように語る。 

 李玉和や鳩山などには、新しい服や帽子が必要である。これらの衣装と飾りものは、

すべて自分で作った。道具の銃も欠かせないので、木で作り、人形の肩に掛ける。物

語に出てくる「紅灯」はボール紙を赤く塗って作った。銃声は解体したひと連なりの

爆竹（「掛鞭」）を鳴らした。人形の顔は描き直したものもあるし、そのまま使った

ものもある。例えば、主人公の李鉄梅の場合は、伝統戯でよく使う「丫鬟」（女中）

の頭をそのまま利用した。日本人の兵士の人形は三つ、警察用は二つ必要であった。 

 

（３）舟山木偶芸人の暮らし 

  

文革で木偶戯の上演ができなくなった後、舟山の木偶芸人は、どのように暮らしし

ていたのかについて調べた。 
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団員の鄭明祥は、1964年木偶戯で「革命様板戯」を定海竺家弄 2号の木偶劇場で上

演したことがあるが、1965 年原籍沈家門に帰されて、生活のために露店を開いた。 

 鄭明祥は、幼いころの病気で脚に障害が残ったので、重労働はできない。原籍に戻

った後、漁業が盛んな沈家門で、家族と共に網を編むための梭作りの仕事を見つけ、

露店を開いた。当時の沈家門では、梭を販売する露店が多かった。露店を開くには、

品質が良い梭を作れることが最初の一歩である。鄭明祥は各露店を回って、品質が良

いものを調べた。最後は、知り合いから福利工場のある人が作った梭が最も良いと聞

いて、その人から 1角（0.1元）4本で各サイズを買い、それを真似て梭を作り始め

た。しかし梭を作る材料の竹の供給量が制限され、多く手に入れるのが困難だった。

一人が 1回に申し込める量は 2本であり、政府の証明も必要である。だから、梭を多

く作るために、安い「挟竹」（船で使えなくなった竹）を利用した。漁船には普段使

わない竹を舷側に置く習慣があり、船と船が近づくと、大きな圧力のため、竹が割れ

る場合が多い。時には、漁民が「挟竹」を持って梭と交換に来る場合もある。梭を作

るのは手間がかかる。1本の梭は十何回も繰り返し削る必要があり、鄭明祥は妻、息

子、娘と昼も夜もなしに作り続けた。文革中、鄭明祥はこのような暮らしを続け「当

時、舞台や道具などがすべて燃やされたので、二度と木偶戯をすることはできない」

と思っていた、という。 

 一方、劇団に残った団員は、批判大会を開いたり、壁新聞を書くのが毎日の仕事で

あった。批判大会は劇を上演する舞台で行い、壁新聞は部屋に紐を張り渡して掛けた。

また若い団員の間では「暴風雨戦闘隊」が設立され、北京と「串連」（経験交流）す

ると言って、中国政府と共産党の本部である中南海を訪ねたりした。朱愛蘭はその参

加者の一人で、「暴風雨戦闘隊」と書いた赤い腕章は現在も保存しているという。 

木偶芸人と曲芸芸人は、「九一五派」と「紅衛派」に分かれて争った122。潘渭漣は

「九一五派」、曲芸の侯恵義は「紅衛派」だった。この二派は互いに批判を行い、優

勢な方が相手を批判する。批判大会は舞台で行われ、批判対象となった人は舞台に立

たされた。舞台の前で大勢の批判者が大声で「打倒×××」と叫び、どなる声が外ま

で聞こえた。潘渭漣の妻によれば「夫は批判対象となった時に激しく批判されたこと

があるが、殴られたこはない。批判者は曽ての仲間だった。逮捕はされず、批判が終

われば、夜には家に帰ってきた」という。一方、潘渭漣も「紅衛派」の侯恵義を批判

したことがある。侯恵義の長女、現在「侯家班」班主の侯雅飛は、当時のことをはっ

きり覚えている。 

「父は当時曲芸をやっていた。演目はすべて『革命様板戯』あった。その日は「紅

灯記」を上演した。私も見に行った。父は『はさみを磨く』一段の台詞を忘れて、慌

てて即興で男の子が水鉄砲で日本人を射ち、共産党を援護したというモチーフを作っ

て演じた。すると、見物人はすぐに大騒ぎをした。翌日の壁新聞には『革命様板戯』

を勝手に改竄したと書かれた。潘渭漣などの『九一五派』はそれを罪として侯恵義を

批判した。」 

                                                           
122 「九一五派」と「紅衛派」は、当時、互いに相手を「保皇派」、自らを「造反派」と言って争った。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%85%B1%E7%94%A3%E5%85%9A
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（５）文革後期の東昇木偶劇団（1972-76年） 

  

文革開始以来、東昇の団員は、年を取って原籍に戻されたり、転職させられたりし

たため、1972年にはもとの半分以下の 5人となった。この 5人は潘渭漣、邵永園、王

志裕、潘定良、王如玉である（本章第１節参照）。当時、東昇と曲芸の上演団体を管

理した舟山専区曲芸木偶工作者協会は、既に舟山曲芸隊と名前を変更し、芸人は合わ

せて 22 人であった。6 年間上演活動は行っておらず、給料は政府の支援金から支給さ

れていた。経済的に負担を感じた文教局は舟山曲芸隊を解散して、芸人をすべて解雇

しようと考えた。 

1972 年 5月、解散後の転職問題をめぐって、22名の芸人を対象とした調査が行わ

れた。そのうち、転職することで文教局と合意して、転職先についてはっきり希望を

言った者は 12名、合意はしたものの転職先の希望までは言っていない者が 6名であ

る。転職について「未表明」の者は 4名、つまりこの 4人は黙ることによって劇団（団

体）解散の提案を拒否したのである。東昇の潘渭漣と王志裕は「未表明」であった。 

上記 3種の反応から、芸人の間には文教局の劇団解散の提案について、不満や意見

があったことが分かる。一方、文教局は芸人のこれらの考え方すべてを批判し、「現

在は（芸人の間に）幾つかの負の、批判的な考え方が存在している」と次のように述

べている。〔档案 1972〕 

① 芸人は指導者に不満を持ち、文教局は陰謀に加担し、曲芸チームを解散させよう

としていると噂している。また給与や食糧の給付など多くの要求を出している。 

② 芸人は新たな状況に適応できず、早く転職して新しい生き方を捜そうとしている。 

③ 芸人は労働を恐れ、苦難を恐れて、劇団にしがみ付こうとしている。 

 

 調査の結果は「関於曲芸隊123芸人工作安排問題的反映」（「曲芸隊芸人転職問題に

関する要望」）という報告書に記録されている。それぞれの芸人の要望をまとめると、

主に三種類に分けられる。 

一、芸人が元所属していた公社の工場で働く。政府側は該当公社に 150元資金を提

供する。 

二、退職して、政府の連絡を通じて元所属公社に戻る。政府側は芸人に 100 元の生

活補助金を提供する。 

三、許可証を得、商売、漁業、漆器工などの個人経営や他の職業に就く。政府側は

初期資金を提供し、経営に関する必要な物資が手に入るよう便宜を図る。 

団員の邵永園を例に述べると、邵は自分が所属した馬嶴公社の「養路班」（道路管

理課）で働きたい。「養路班」勤務員の選出は各大隊で選び、公社が決定する。文教

局が一方的に決定することはできない。芸人の行く先はほとんど元所属公社や生産大

                                                           
123 1970年 11月、東昇木偶劇団が所属した舟山専区曲芸木偶工作者協会は舟山曲芸隊に名前を変更した。 
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隊である。そのため、文教局はまず団員と合意した上で、次に芸人が所属することに

なる公社や大隊にも聞かなければならないが、公社や大隊は芸人を受け入れることを

望んでいなかった。邵永園の馬嶴公社は、次のように受け入れない理由を述べる。 

「小さい頃から我々の大隊の人員ではない。また、（木偶芸人であるので）体力の

いる仕事ができないため、大隊の負担が増える。もしも無理にここに来させるならば、

我々も現状を上に報告する。」 

 王志裕は「未表明」であるが、文教局は彼が所属していた小沙公社に意見を聞いた。

小沙公社は次のように返事している。 

 「王を受け入れるには、条件がある。すなわち王が共同出資分を補うことだ。」 

 実は邵永園と王志裕の場合だけではなく、当時問い合わせを受けたすべての公社が

芸人の受け入れを拒否した。舟山文教局はこの状況を上に報告し、芸人のために国投

資の福利工場を建てるなどの解決案も考えた。結局、返事されなかった。〔档案 1972〕 

 1973 年前後、政治状況は緩くなり、曲芸の上演は復活したが、木偶戯の上演は、ま

だ許されなかったので、文教局は東昇の団員をすべて曲芸の上演に参加させた。その

ため、潘渭漣、王志裕と潘定良は 1973年 8 月 13日づけで、次のような「報告」を文

教局に提出した。 

「我々は十何年、或は何十年来、木偶戯を職業として、他の仕事には従事したこと

がありません。現在は木偶戯を上演するのは確かに困難ですが、曲芸をするのは、得

意ではないので、我々の状況をぜひ考慮してほしい。」 

 「報告」では、潘渭漣らは困難を乗り越えて東昇を復興する気持ちを強く訴えてい

る。 

 ここで「困難」と言っているのは、その後の申請書〔档案 1973〕によると、舞台や

道具、設備などの不備と木偶芸人の不足という二つのことを指していることがわかる。

そこで文教局はその二つの「困難」を理由として、木偶芸人の潘渭漣らに曲芸をする

ようを勧めた。しかし、だが潘渭漣らはその提案を拒否した、その理由は「曲芸をす

るのは、得意ではない」というのだ。これは潘渭漣らが曲芸をしたくないための口実

だろう。潘渭漣らはいずれもプロの木偶芸人で、遣い手（人形を操りながら歌う役割）

であった。東昇の初期団員の半分以上は、最初、曲芸を習った木偶芸人であった。一

方、昔は木偶戯をしていたが、解放後は曲芸に換わった例もある。例えば、定海紫微

の侯恵義。「歌う」という役割から言えば、木偶芸人が曲芸に転換するのは可能であ

る。文教局もそのような理解であったから、潘渭漣らの報告書に返事しなかった。 

 だが、木偶戯にあくまで執着した潘渭漣らは諦めずに、二十日後さらに木偶劇団を

復興したいと申請した。申請書〔档案 1973〕では、舟山木偶戯の歴史や芸術特徴、現

状などを述べ、復興の必要性を強調した上で、団員の構成や組織、経済分配制度、福

祉制度などを細かく規定していた。そして、文革で舞台や多くの道具、人形の衣装、

楽器などを失ったので、新しいものを買わなければならない。それで、申告書の後ろ

にはそれのための予算案も添付した。しかし、このように様々な努力をしても、結局

認められずに終わった。 
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 本節は、文革時期に中国木偶戯はどのような影響を受けたのかについて、舟山群島

の東昇木偶劇団を中心に考察した。 

 1950 年代の全国木偶戯界では、たくさんの公的な木偶劇団が成立した。この動きに

呼応して、舟山でも 1959 年に公的な木偶劇団の東昇が成立し、1960 年代前半には盛

んに上演を行っていた。しかし、文革が始まると、上演ができなくなり、木偶戯舞台

や道具、台本なども「破四旧」の運動で焼却された。失業した芸人は厳しい生活を強

いられた。政治運動に巻き込まれた芸人は、批判され、精神的にも大きな打撃を受け

た。1973年から政治状況が緩くなり、その時東昇に残っていた潘渭漣（団長）、潘定

良と王志裕は、劇団復興を目指して、報告書を書いたり、計画書や予算案を提出した

りしたが、認められず、劇団は解散された。 

 東昇が復活できなかった理由の一つは、文革で失われた舞台や道具はすぐに準備で

きない；もう一つは、木偶芸人の不足にあった。例えば、上述した 1973年の復興活

動時には、元々10人以上の団員がいた東昇も、3人しか残っていなかった。やめた人

たちの中には、年を取って退職した人もいたし、鄭明祥のように転職した人もいた。

前者は長時間の木偶戯上演には、もはや体力がもたないと考えられ、後者は他の仕事

を見つけて、やる気を失ってしまった。潘渭漣と潘定良も劇団解散後、希望して織物

工場に転職した。 

 東昇は、あくまで舟山という一地域の木偶劇団である。その規模や影響力から考え

れば、文革で蒙った影響も、全国レベルの有名な劇団より弱かったのではないだろう

か。例えば、現在は国の非物質文化遺産に認定されている浙江省の平陽木偶戯と泰順

木偶戯の場合、文革時期の木偶芸人は農村に下放させられたり、干校124に送られたり、

「文芸黒線的反動芸術権威」（ブルジョア的文芸路線の反動的芸術権威）として批判

されたり、より厳しい状況に置かれた。 

 

第４節 改革開放後の舟山布袋木偶戯 

  

1950 年代の末から改革開放までは大躍進による集団化や、また文革の「破四旧」で

は「四旧」の対象として批判されたり、様々な政治的な運動に巻き込まれた。特に文

革中の 1966 年から 76年までは、民間での上演がすべて禁止された。この約三十年間

は舟山布袋木偶戯伝承にとっては苦難が続き、木偶戯の上演を主な職業とする木偶芸

人も大きな影響を受けた。 

革命教育ばかりを受けていた文革時期が終わり、1978 年に改革開放政策がとられる

ようになった後も、しばらくの間は、中国民衆の娯楽も、急にはふえなかった。この

時期、舟山で復興し、歴史小説を主な物語として上演した布袋木偶戯は、一時、大い

に人気を博した。この時期に新たに政府所属の新放木偶劇団が結成された。一方、娯

                                                           
124文革中に建てられた幹部学校、実は幹部や文化人を集めて、肉体労働をさせ、思想教育をする場所。 
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楽を中心とした木偶戯の上演需要がたくさんあったので、個人木偶戯班も次第に復興

した。 

以下、当時成立した政府所属の舟山新放木偶劇団の結成から解散までの過程とそれ

とほとんど同時に現れた個人戯班について述べる。 

 

１ 舟山新放木偶戯劇団の結成から解散へ 

 

（１）舟山新放木偶戯劇団の結成 

 

舟山新放木偶戯劇団（舟山新放木偶劇団とも呼ばれる）は 1979 年 12月、元東昇木

偶劇団の団員の王志裕（1935年生）を中心に組織された集団所有制の劇団である。 

第 4章でも述べたが、王志裕は定海小沙の出身で、17歳のとき、地元の木偶芸人で

ある陳宝金に弟子入りして、木偶戯の遣い手になった。弟子入り期間が終ると、父と

弟の王嗣慶との家族三人で 18歳の年から木偶戯班を立ち上げて巡演をした。1955 年、

王志裕は徴兵されて軍隊に入ったので、家族の木偶戯班はやめた。1958年、軍隊から

退役した。1961年、人の紹介で、当時唯一の公的木偶劇団であった東昇に加入した。

文革による上演禁止の時期を経て、1973 年、東昇と同時に設立された曲芸隊は「唱新

聞」と「走書」の上演を再開したが、東昇の方は団員が退職したり、他の職業を希望

したりして、劇団内には王志裕しか残っていなかった。そこで、舟山地区文教局（現

在の舟山市文化局）は東昇を解散することにし、王志裕は曲芸隊に編入された。 

1978 年改革開放政策が始まると、政府の文芸に対する政治的関与も次第に緩和した。

たとえば浙江省の政府所属の木偶劇団も、泰順県実験木偶劇団は 1978年 3月（泰順

県政協文史資料委員会 2000：188 頁）、平陽県木偶劇団は同年 4月（徐兆格 2005：204

頁）に再開した。舟山でも東昇を再開しようとする動きがあった。1979年 5月、曲芸

隊に編入されていた王志裕は、舟山地区文化局に劇団再開を求める報告書を提出した。

報告書では、次の五点の要望をした。 

① 元東昇木偶劇団の舞台、人形頭、道具などの使用権は保管人としての自分が持

つ。 

② 団員が足りないので、3-4名を募集する。募集した団員の給料は劇団上演所得

から支出、「多労多得」の原則と奨励金制度を実施する。曲芸隊に編入した自

分の給料については、考慮してほしい。 

③ 上演再開後、上演先に見せる「介紹信」（推薦書）は舟山地区文化局が出す。 

④ 試行期間には、政府への積立金はなしにしてほしい。 

⑤ 人形衣装や人形頭、道具の補充と、舞台設備の増設などに使う必要経費は政府

から 300元補助してほしい。 

 註：〔档案 1979〕により作成。 
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まず、①の要望について検討する。ここで、王志裕が東昇が残した舞台などの使用

権を得ようとしているのは、文革中に個人の舞台がほとんど壊されて、彼自身、自分

の舞台を持たなかったからである。東昇解散時には、王志裕は舟山地区文化局の指示

で、当時使った舞台、人形頭、道具などを保管していたが、保管というのは、集団所

有という意味でもあり、王志裕は勝手に使うことはできず、東昇を再開しても、使用

時には文化局の許可が必要だったからである。 

 次に、②では劇団を立ち上げる基本条件としての団員と劇団の経済について述べて

いる。王志裕は東昇のやり方を参考にして、団員を募集するほかに、「多労多得」の

原則や奨励金制度なども導入しようとした。（第 4章第 2節参照）但し、④では芸人

の収入と直接に関わる政府への積立金を、最初の試行期間は徴収しないように求めた。

もと東昇の団員であった王志裕は、政府への積立金が芸人に大きな負担となったこと

をよく知っているからだ。（同上参照）③では、王志裕は新たに組織した劇団を、東

昇のように舟山地区の代表的な劇団、即ち文化局所属の劇団にさせるために、「介紹

信」（推薦書）を舟山地区文化局に出させることを希望した。そして、文化局所属を

前提にして⑤では、劇団の再開に関わる経費も求めている。 

これらの要望に対して、〔档案 1979〕によれば、舟山地区文化局は次のように回答

した。 

① 元東昇木偶劇団の道具などは王志裕が保管し、王志裕が使用することもできる。 

② 劇団の名義に舟山地区と東昇木偶劇団を使用することができない。 

③ 「介紹信」（推薦書）は舟山地区ではなく、その下の定海県から出す。 

④ （王志裕の）所属は曲芸隊に残す、給料は劇団から受け取ることにする。 

⑤ 300元の必要経費については、曲芸隊から借り、余裕がある時に返すことにす

る。 

⑥ 劇団の性質：今のところは仲間を見つけて上演し、上演市場を把握する。試行

期間では積極的に上演を行い、今後再開のために、努力して条件を整えること

を期待している。 

舟山地区文化局は東昇の舞台や人形頭、道具などの使用権については、①で王志裕

の提案を受けいれたものの、次の②～⑥を見れば、いずれも王志裕の要望に応じてい

ないことが分かる。 

まず、②の舟山地区の名義の使用不可とは、再開後の木偶劇団を舟山地区が設置し

たものとは認めないということである。東昇は最初から市立の劇団と認められていた。

それと同じ名前を使うと、東昇の再開を認めたことになり、設置者も舟山地区文化局

になるからだ。また、③で上演の推薦書を市の下である定海県が出すのも、舟山地区

が設置した劇団ではないという意味である。そして、王志裕の所属は曲芸隊に残して

おくというのも、新たな劇団が市立の劇団として認められていないことを意味してい

る。そうすると、新たに募集した団員は臨時の団員となり、舟山地区文化局とは直接

の雇用関係がないことになる。その意味は⑤に書かれている「劇団の性質」にはっき

りと示されている。 
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舟山地区文化局は劇団を市立として認めなかったため、王志裕が⑤で要望した 300

元の補助金提供も拒否した。 

一方、劇団を作って木偶戯の上演を再開することには同意した。これは⑥の今後再

開のために、努力して、条件が整えば、ということから分かる。そのため、文化局は

劇団を立ち上げる必要経費を曲芸隊から借りるように提案した。 

舟山地区文化局との打ち合わせは王志裕の思う通りにいかなかったが、劇団の再建

は予定通りに始まった。1979 年 6月、新放木偶劇団が結成され、団員は王志裕のほか、

鄭明祥、王嗣慶、侯雅飛、満春の 5名だった。鄭明祥（1929年生）は、1961-66年東

昇では非正式な団員として働いていたが、1966 年文化大革命開始後、劇団を辞めさせ

られた。王嗣慶（1938年生）は王志裕の弟で、1964 年には非正式な団員として東昇

で活動したことがある。侯雅飛（1952年生）は新たに加入した女性団員で、解放前に

個人木偶戯班を行っていた侯恵義の娘である。満春は劇団の若い団員ということしか

分かっていない。 

 

（２）上演の再開 

  

上演再開のために、1979年 6-9月の間は舞台を修理したり、使えなくなった人形頭

と人形の衣装・帽子を取り換えたりして様々な準備が行われた。準備にかかった費用

は 390 元で、予算を 90元越えた。これは文化局の指示ですべて曲芸隊からの借金だ

った。9月中旬から上演を始めた。上演開始の約半年後、劇団は借入金を返した上に、

約 220 元の利益を得た。 

1979 年 9月中旬から 1980 年 2月までの新放の支出統計表は次の通りである。 

表 15 新放木偶劇団の収支統計表（1979 年 6月-1980年 2月）（単位：元） 

1979.6-1980.

2 

収入 支出 残額 

上演料 借

入

金 

小計 団員の

収入 

夜

食

代 

出張

手当 

旅費 臨

時 

雑支

出 

必要

品補

充 

小計 

準

備

金 

6月  30

0 

300       128.0

6 

128.0

6 

 

7月          49.71 49.71  

8月          127.9

8 

127.9

8 

 

9月  90 90       74.91 74.91  

合計  39

0 

390       380.6

6 

380.6

6 

9.34 

9月中旬から

開始 

296.65  296.65 230 3.8 7.5 18.0

9 

 31.18  290.5

7 

6.08 
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10月 414.02  414.02 248.56 56  15.1

8 

  43.78 363.5

3 

50.48 

11月 655.68  655.68 298  75 6  24.52 23.96 427.4

8 

228.2 

12月 448.1  448.1 255  64.7 42.1

1 

 6.27 11.89 379.9

1 

68.13 

1月 594.92  594.92 255  98 15.6 49 31.1 48.52 497.2

2 

97.7 

2月 150  150 215  75.6 49.

？ 

22.

5 

14.76 15 392.3

8 

赤字

242.3

8 

総計 2559.3

7 

39

0 

2949.3

7 

1501.5

6 

59.

8 

320.

8 

146.

5 

71.

5 

107.8

3 

523.8

1 

2731.

8 

黒字 

217.5

7 

註：〔档案 1980〕により作成。「臨時」は臨時雇用者の収入を指す。 

  

この表によれば、劇団の収入は借入金を除いて「営業」、即ち木偶戯の上演料がす

べてである。支出には芸人の給料、上演後の夜食（夜の部）、出張の手当、旅費、臨

時雇用者の給料、雑支出、必需品の補充の七つの項目がある。6月から 9月上旬まで

は、上演の収入がなく、借金で必需品を補充した時期で、ほかの支出もなかった。準

備が終った時には、借入金の残額は約 10元しかなかった。 

 1979 年 9月中旬上演開始後の半月は約 6 元の利益を得た。その後、10 月から翌年

の 2月までの 5カ月は、2月以外、いずれも黒字で、その中には約 230元の利益を得

た月もあった。これらの利益は各月の上演収入から上述した支出の各項目を引いた残

額である。支出の臨時欄を見ると、1980 年 1月からは劇団が忙しくなったため、手伝

いを臨時に雇用までしている。1月は二人、2月は一人で、給与は 20 元あまりの目安

であった。筆者の聞き取り調査によれば、当時雇用されたのは主演鄭明祥の二人の弟

子、定海白泉の潘偉慶（1956年生）と定海塩倉の徐美清（1961年生）である。 

2月の上演収入は、それ以前の月より大幅に減少している。鄭明祥によれば、これ

は旧暦の正月125で上演を休むことにしたからだという。劇団は文化局の所属で、その

団員は解放前の木偶芸人とは違って、休みは文化局の役人と同じ期間に取った。しか

し、これは木偶戯本来の上演需要の実態とは全くあっていない。 

この収支統計表から新放は上演開始後の半年間、順調に上演が行われていたことが

分かる。また、芸人の報告に基づく年末（旧暦）の総括からも当時木偶戯の上演は盛

んに行われて、人々に大歓迎されたことが読み取れる。総括では次のようにまとめら

れている〔档案 1980〕。 

                                                           
125 1980年 2月 15日は大晦日。 
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「1979 年 9月中旬、木偶戯の上演を始めた。演目は「楊家将」「樊梨花」「郭子儀」

などの伝統演目である。9月から年末まで、新放木偶劇団は馬嶴、岑港、金塘、白泉、

干 など八つの人民公社と定海、沈家門、瀝港にある三つの劇場で 96 回の上演を行

った。毎回入場者は平均 664人であった。定海での上演は舟山書場で行い、昼と夜と

も上演し、満席だった。普陀県の工人倶楽部が運営していた沈家門書場での上演は半

月の予約を一か月余りに延長された。上演収入は 600 元で、給与などもすべて含めた

想定経費のほぼ倍の収入があった。この時は余姚県、鎮海県、寧波市などからも招請

があった。 

 各公社での上演は夜に行った。白泉公社では大隊の書記が入場を手伝ったり、会場

の秩序を保ったりした。収入は 38.5 元だった。岑港公社で上演した時には、警察の

派出所の所長や家族も手伝ってくれて、団員のためにお茶、水などを持ってきてくれ

た。山の奥にある馬嶴公社の長春嶺大隊は、9回の上演を予約した。毎回来場者は平

均 300 人余り。大隊の書記は劇団団員のために夜食を用意し、書記の家族も毎日食事

助豊大隊で上演したときには、毎回入場者は二千人に達した。大隊の書記は三時間続

いた上演中、マイクをずっと持って劇団の上演を手伝ってくれた。」 

 劇団の上演は順調に続いていたので、1980年 4月に文化局から新放木偶劇団の公章

（公印）使用の公文が発行された。 

 

关于启用我团公章公函 

    在党的三中全会精神鼓舞下，经地区文

化局同意，我团于 79 年 9 月成立，同时开

始演出。 

为便于工作，兹刻剧团团章一颗，自即

日起使用，印鉴如下： 

印模：（舟山新放木偶戏剧团） 

（舟山新放木偶戏剧团） 

1980年 4月 15日 

（訳） 

公章使用開始に関する公文 

 党の三中全会精神に鼓舞され、地区文化局の同意を経て、我々の劇団は 79 年 9月

に成立し、上演も開始した。 

 上演に便利なように、劇団団章を刻んで、即日使用を開始、印鑑は次の通り。 

写真 30 公文の档案写真〔档案 1980〕 
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印鑑の見本： 

（舟山新放木偶戯劇団） 

（舟山新放木偶戯劇団） 

1980 年 4月 15日 

  

この公文は、新放が試行期間を終え、舟山地区文化局に公的劇団として認められた

証拠であった。 

 

 1980 年の収支統計表は次の通りである〔档案 1980〕。 

 

表 16 新放木偶劇団の収支統計表（1980年） 

1980.1-12

月 

収入 支出 残額 備考 

上演料 借

金 

小計 収入（団

員） 

夜食

手当 

旅費 臨時雇

用者 

雑支出 必要品

補充 

小計 赤字 黒字 

 

 

前 

 

半 

1 月 594.92  594.92 180 123 15.6 99 31.1 48.52 497.22 97.7   

2 月 150  150 180 61.6 49.52 49 14.76 37.5 392.38  242.38  

3 月 490.91  490.91 191.5 122 42.42 28.34 16.89 41.81 442.96 47.95   

4 月 331.67  331.67 191.5 124 42.56 50 10.52 39.31 457.89  126.22  

5 月 516.03  516.03 191.5 124 73.81 50 1.53 36.08 476.92 39.11   

6 月 811.23  811.23 191.5 139 18.06 50 13.49 43.2 455.25 355.9

8 

  

小計 2894.76  2894.76 1126 693.6 241.97 326.34 88.29 246.62 2722.62 540.7

4 

368.6 黒字

172.1

4 

 

 

後 

 

半 

7 月 345.27  345.27 191.5 101 31.58 50 15.17 4.57 393.82  48.55  

8 月 630  630 191.5 141.9 49.71 44 24.92 168.64 620.67 9.33   

9 月 592.86  592.86 207.5 133 44.46  26.49 24.01 435.46 157.4   

10 月 304.68  304.68 227.7 79.2 36.15 8  62.8 413.85  109.17  

11 月 508.2  508.2 252 101.8 13.9 51 68.98 25.83 513.51  5.31  

12 月 389.13  389.13 252 171.5 48.73  22.64 17.15 512.02  122.89  

小計 2770.14  2770.14 1322.2 728.4 224.53 153 158.2 303 2889.33 166.7

3 

285.92 赤字

199.1

9 

合計 5664.9  5664.9 2448.2 1422 446.5 479.34 246.49 549.42 5611.95 707.4

7 

654.52 黒字

52.95 

註：「新放木偶劇団の収支統計表（1979年 9月-1981 年 8月）」により作成。 
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表 16 によれば、1980年前半はまだ約 172 元の黒字であったが、後半には 119元の

赤字になった。芸人の給料は上演収入によって決めるが、1980 年に団員の月平均給料

は約 40 元、最初の 79年の半年間の約 55元より減少したことが分かる。 

 また 1980 年、毎月劇団の上演先、上演回数、収入も具体的に記録されている〔档

案 1980〕。 

表 17 舟山新放木偶劇団上演状況表（1980年） 

月 上演先 上演回数 収入（元） 総収入（元） 

1月 寧波小港 7回 90 573 

寧波新建 6回 75 

寧波苗嶺 6回 75 

寧波百花劇場 11回 333 

2月 定海大沙青嶴 5回 150 150 

3月 舟山書場 20回 222 495 

寧波海曙区文化站 10回 138 

寧波鄞県咸祥書場 5回 135 

4月 寧波鄞県球東公社球東大隊 2回 35 330 

寧波魏金書場 9回 96 

寧波奉化隊俱楽部 15回 199 

5月 （寧波）慈城解放劇場 16回 375 516 

紹興鳳儀橋書場 7回 141 

6月 （寧波）鎮海百花劇場 19回 458 809 

（寧波）余姚江衛書場 11回 351 

7月 寧波余姚梁弄 16回 345 345 

8月 普陀東極区廟子湖 21回 630 630 

9月 普陀東極区廟子湖 8回 240 592 

寧波鄞県江橋 15回 352 

10月 寧波槐樹書場 10回 162 304 

舟山書場 14回 142 

11月 岱山秀山南浦 2回 27 507 

岱山秀山北浦 7回 137 

岱山秀山海嶴 10回 198 

岱山高亭漁業隊 7回 145 

12月 岱山高亭 3回 37 389 

岱山岱西 13回 190 
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岱山両頭洞 10回 150 

定海侯家 1回 12 

合計  259回  5640 

註：〔档案 1980〕により作成。 

  

表 17 によれば、新放は舟山と寧波を中心に上演を行っていたことが分かる。1980

年、定海から最も遠い嵊泗県を除き、ほかの三つの地域（定海区、普陀区、岱山区）

で広く上演を行っていた。寧波でも一番南の寧海と象山以外の地域で広く上演を行っ

ていたことが分かる。舟山と寧波のほかに、紹興にも行っている。時期から言えば 1

月～7月は主に舟山以外、寧波や紹興、それ以降は主に舟山で上演を行っていた。毎

回の上演料はそれぞれ異なるが、10～30元の目安だったことが分かる。 

 主演の鄭明祥によれば、劇場で上演する場合、上演収入の 40％か 50％が劇場のも

のになる。劇場のほうは木偶戯上演の施設と芸人の宿泊場所を提供した。食事は提供

されなかったが、芸人が自炊することもできたという。 

 以上、1979 年、1980年の新放の収支と上演状況から、劇団は順調に進んでいたこ

とが分かる。 

 

（３）経済の転落から解散へ 

 

 しかし、1981年になると、劇団の状況は一変し、収入は赤字に転落した。1981年

の上演状況表は次の通りである〔档案 1981〕。 

表 18 新放木偶劇団の収支統計表（1981年） 

1981.1-12

月 

収入 支出 残額 備考 

上演

料 

借金 小計 団員の

収入 

夜食

手当 

旅費 臨時

雇用 

雑支出 必要品

補充 

小計 赤

字 

黒字  

 

 

前 

 

半 

1 月 297.1

8 

 297.18 347.2  9.75  14．04  370.99  73.81  

2 月 795.5

4 

 795.54 443.1  23.05  31.71 43.37 541.23 254

.31 

  

3 月 435  435 348.5  40.95  27.36 16.97 433.78 1.2

2 

  

4 月 372.4

3 

 372.43 405.5  7.05  12.14 18.98 433.67  71.24  

5 月 135,7

4 

 135.74 371.5  18.36  34.11 185.28 609.25  473.5

1 

 

6 月              

小計 2035.  2035.89 1915.8  99.16  119.36 264.6 2398.92 255 618.5 赤字



 

124 

 

 

89 .53 6 363.03 

 

 

後 

 

半 

7 月 500 150 650 381.5  24.65  51.08 24.26 418.49 168

.01 

  

8 月 380  380 387.5  23.46  48  458.96  78.96  

9 月              

10 月              

11 月              

12 月              

小計 880 150 1030 769  48.11  99.08 24.26 877.45 168

.01 

78.96 黒字

89.05 

合計 2915.

89 

150 3065.89 2684.8  147.27  218.36 288.86 4375.41 423

.54 

697.5

2 

赤字

273.98 

註：「新放木偶劇団の収支統計表（1979年 9月-1981 年 8月）」により作成。〔档案 1980〕 

  

表 18 によれば、1981 年の上演収入は 1980 年に比べると、約半分ほどに減少したこ

とが分かる。7月には借入金もあった。6月と 8月以降の 4か月は空欄で、つまり上

演は行われなかった。その理由は記録されていないが、当時の団員の侯雅飛によれば、

その時期は上演の依頼が少なくなり、上演に行っても収入が少ないので、上演しない

ほうがましだった。そして、節約するため、1981年には臨時雇用者の雇用をやめ、出

張の手当もなかった。 

 しかし、給料欄を見ると、団員の給料は大幅に増加しており、以前より倍以上高い

月もあった。これは劇団が上演開始以来の剰余金を団員の給料として配ったからで、

文革開始前の東昇と同じ状況が起きた。（第 4章第 2節参照） 

1981 年は約 274元の赤字が出た。1982年はさらに増えて、350 元の赤字となった。

年間上演の総収入は 2148 元であった。1982 年の上演収支表は次の通りである。〔档

案 1982〕 

表 19 新放木偶劇団上演状況表（1982年） 

月 上演先 上演回数 収入（元） 

1月 秀山（岱山） 13 回 107.15 

2月 秀山（岱山）、高亭（岱山）、山外

（岱山） 

28回 250.95 

3月 長白（定海）、馬嶴（定海） 28回 273.3 

4月 曙光（岱山） 13回 107 

5月 青沙（嵊泗）、金平（嵊泗） 28回 272.28 

6月 金平（嵊泗） 31回 521.05 

7月 大洋山（嵊泗） 28回 326.3 
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8月 休み   

9月 煙墩（定海） 11回 135.46 

10月 葫蘆（普陀） 22回 315.74 

11月 葫蘆（普陀） 29回 293.32 

12月 休み   

合計  231回 2757.4 

註：「1982年 1-9月の統計」により作成〔档案 1982〕。 

  

表 19 によれば、1982 年の上演状況は 1980 年と比べると、上演回数はあまり変わっ

ていないが、年間上演料はほぼ半分まで減少、一回ごとの上演料が大幅に下がったこ

とが分かる。また、舟山以外の場所での上演は行われず、代わりに、舟山地域内の遠

隔の嵊泗や衢山島などに行っている。 

1982 年の収支統計表は档案で見つからないが、王志裕の報告によれば、590 元の赤

字が出たという〔档案 1982〕。1979-81年の収支表からの計算によれば、1981 年まで

劇団の残額は約 142 元あったが、1982年の赤字で劇団はほとんど維持できない状態に

なっていた。 

 この状態になる前に、実は新放の存続問題は既に検討されていた。1982 年 4月 16

日、舟山地区文化局の会議では、これ以後も新放をまだ続けるのか、どのように続け

ていくのかについて討議した。団員の代表的な意見は次の通りである。 

王志裕：赤字が連続して経営状況が悪化し、また道具、楽器などの更新に文化局か

ら補助がもらえないので、劇団を維持することは難しい。 

鄭明祥：個人戯班を行っても収入が現在より多い。 

 侯雅飛：集団化の劇団とは言っても、文化局が局の正式の職員として処遇してくれ

ないと、老後の生活保障に困る。 

1983 年 1月、王志裕は劇団の状況を文化局に報告した。報告書では、収支状況の悪

化を中心に、次のように言う。 

「木偶戯は舞台が小さくて、時代遅れのため、上演依頼は少なくなり、上演がない

日々が多くなった。上演があっても切符を買う客が少なく、収入は激減している。そ

のため、劇団の経済の面では赤字が続いて、芸人に払う給料が足りない。こうした一

連の困難のため、劇団はほとんど維持できない状態になった。」〔档案 1983〕 

そのため、1983年になると、新放はほとんど上演停止の状態になった。 

一方、ほぼ同時の 1983年 1月、「二省一市（浙江省、蘇州省、上海市）評弾演出

管理工作座談会」が蘇州で開かれ、会議では芸人への管理や芸の上達、芸術の交流、

演目の革新など様々な問題について検討した。この会議をきっかけに、舟山では 1983

年 10 月 24-30日、芸の交流を主な目的とした「舟山地区曲芸・木偶戯交流演出会（上

演会）」が沈家門にある普陀県文化館で開かれた。〔档案 1983〕 
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交流上演会には語り物の曲芸も含まれたが、木偶戯の上演は 28 日の午後、夜と 29

日の夜に行われた。参加者は舟山地区を代表する新放木偶劇団、定海県の約 10の木

偶戯班を代表して方才根の木偶戯班、岱山県の岱西木偶劇団の三組だった。上演時間

は 30～40分程度で、それぞれの演目と主演は以下の通りである。 

新放木偶劇団：鄭明祥（主演）「樊梨花掛帥・智取沙江関」「猪八戒請観音」 

定海木偶劇団：方才根（主演）「岳飛回京」 

岱山木偶劇団：王嘉定（主演）「薛丁山与樊梨花・三擒三放」 

この交流上演会は競演ではないと強調されており、本来は賞与を与えないと決めて

いたが、励ますために、演員奨を設置し、参加人数の 25％を選出することにした。参

加者の交通費、宿泊費、食事代は舟山地区から手当があり、上演用の人形舞台や楽器

などを持参した。 

上演会の通達は浙江省文化局、地委宣伝部、中国曲協浙江分会、地区財政局、地区

文聯、舟山日報社、舟山人民広播電台、定海県広播站にも送った。 

演出会終了後、舟山地区文化

局は上演会による成果をまと

めたほか、当時の舟山木偶戯の

状況について、人材が少なく、

後継者を育てるように呼びか

けた。一方、新放は厳しい経済

状況に迫られ、責任者の王志裕

は 1984年 8月に退職を希望し、

実家で農業をするといい、劇団

も解散した。新放で女性主演を

つとめていた侯雅飛は父の侯

恵義、夫の顧国芳と家庭式の木

偶戯班を始めた。この侯家班は、

現在、舟山の代表的な戯班として上演を続けている。鄭明祥は弟子の潘偉慶、陳玲雪

などと新たな戯班を開き、沈家門や普陀などで上演している。当時、新放の研修生と

して働いたことがある徐美清（1961 年生）も個人戯班を開いて、現在まで上演してい

る。 

 

２ 個人木偶戯班の復興 

 

1979 年 9月、舟山では、公的な新放木偶戯劇団が成立して、木偶戯の上演が再開し

た。一方、個人木偶戯班の上演も順次再開し、舟山地区文化局は個人戯班を黙認して

いた。1982 年までには、岱山を含む少なくとも 10 班は上演していたことが舟山地区

文化局の調査で分かった〔档案 1982〕。文化局の調査結果は以下の登録表に記録され

ている。 

写真 31 鄭明祥の賞状 
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表 20 舟山（定海・普陀）民間木偶芸人登録表（1982年） 

 名前 年齢 性別 担当 上演地域 兼業 上演形式 月収 健康

状態 

上演して

いるか 

1 江和平 35 男 遣い手 舟山地区  包場 50元 ○ ○ 

2 江文豊 21 男 伴奏 舟山地区  包場 40元 ○ ○ 

3 葉小竜 45 男 伴奏 定海区  包場 40元 ○ ○ 

4 方才根 59 男 遣い手 舟山地区  包場 50元 ○ ○ 

5 包全祥 28 男 遣い手 舟山地区 農業 包場 35元 ○ ○ 

6 包全炳 32 男 伴奏 舟山地区 農業 包場 30元 ○ ○ 

7 包仁豊 45 男 伴奏 舟山地区 農業 包場 30元 ○ ○ 

8 黄福勇 42 男 伴奏 舟山地区  包場 30元 ○ ○ 

9 姜永昌 46 男 遣い手 舟山地区 農業 包場 30元 ○ ○ 

10 潘偉慶 33 男 遣い手 舟山地区 なし 包場 120元 ○ ○ 

11 何明如 40 男 遣い手 舟山地区 農業 包場 30元 ○ ○ 

12 黄其善 38 男 遣い手 舟山地区  包場  ○ ○ 

13 王代会 32 男 遣い手 舟山地区  包場 30元 ○ ○ 

14 王清綸 39 男 伴奏 舟山地区 農業 包場 25元 ○ ○ 

15 王栄清 43 男 伴奏 舟山地区 農業 包場 25元 ○ ○ 

16 康志根 49 男 遣い手 舟山地区 農業 包場 20元 ○ ○ 

17 夏竜対 40 男 遣い手  農業 包場 15元 ○ ○ 

18 王嗣慶 42 男 伴奏   包場 30元 ○ ○ 

19 夏信志 36 男 伴奏  農業 包場 25元 ○ ○ 

20 江友道 59 男 遣い手 定海区 

普陀区 

 包場  × △ 

21 唐興忠 43 男 遣い手 舟山地区  包場  × × 

22 傅守益 43 男 遣い手 舟山地区  包場  × × 

23 張延祥 64 男 遣い手   包場  × × 

24 夏仁友 59 男 伴奏   包場  × × 

25 楊保態 52 男 遣い手 舟山地区  包場  × × 

26 黄家根 58 男 遣い手 舟山地区  包場  × × 

27 陳少宝 62 男 遣い手   包場  × × 

28 姚定朝 52 男 遣い手   包場  × × 

29 孫宝位 51 男 遣い手   包場  × × 

30 黄合心 60 男 伴奏 舟山地区  包場  × × 

31 鮑予祥 54 男 遣い手 舟山地区 農業 包場  △ △ 
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32 林承英 39 男 遣い手  農業 包場  △ × 

註：〔档案 1982〕により作成。 

健康状態：○良い ×悪い △不明；上演しているか：○あり △少ない ×なし（上演停止） 

  

表 20 の登録は木偶芸人が最も多い定海区と普陀区の 82年当時の状況である。この

表に登録した 32人のうち、年齢が最も高い方才根、張延祥（張延長）、夏仁友、黄

家根（王家根）、陳少宝（陳小宝）の 5人は、いずれも 1959 年 12月（第 4章第 1節

表 6参照）の芸人名簿にも載っているので、1959 年以前に修業した芸人だとわかる。

しかし、5人の中で、方才根以外はみな健康状態が悪いと申告し、1982年当時ほとん

ど上演をしていない。ほかにも 8名が健康状態が悪いと申告しているが、この８人は

1959年の登録にも入っておらず、経歴は不明である。 

一方、健康で上演を行っている芸人は 19 人いるが、その内訳は、遣い手が 10 人、

伴奏者が 9人である。遣い手は、ほとんど自らの舞台を持つ班主なので、表 20によ

れば、当時の定海と普陀では 10班あったことが分かる。年齢を見ると、その 10班の

うち、20代は 1人、30代は 4人、40代も 4 人、50代は 1人である。この 20,30代の

若い遣い手は 1959 年以前に修業した可能性はほぼなく、おそらく 1978年以降に修業

したものと思われる。それがが全体の半分を占めていることがわかる。40代の 4人の

中では、姜永昌以外の 3人については、78 年以降修業したことが分かっている。姜永

昌は 1960年前後に木偶戯を習ったが、まだ一人前にならないうちに、集団化が始ま

り、個人木偶戯上演の経験はない。要するに、1982 年現在活動している個人戯班は、

方才根以外いずれも 1978 年改革開放後に結成された新たな戯班である。当時舟山で

は木偶戯復旧の勢いがあったことがわかる。 

上演先は、ほとんどの人が舟山地区と記しているので、定海と普陀区だけでなく、

岱山と嵊泗の各島にも回っていたことが分かる。 

上演形式欄にはすべて「包場」と記入されている。「包場」というのはもともと劇

場などの貸切上演を指すが、ここでは個人への「売票」（チケット販売）に対する言

い方で、注文側が一定の上演料を一座に対して支払うことをいう。1982 年当時新放は

人民公社や生産大隊からの依頼のほか、劇場や書場、映画館などで上演し、切符販売

によっても客を集めていたが、個人木偶戯班では切符販売による上演はほとんどなか

ったのだろう。筆者の聞いたところでは、ただ、1978 年に岱山で王嘉定（1951 年生）

が作った岱西木偶劇団は、岱山と嵊泗の書場などで、切符販売により上演したという。 

兼業欄と月収欄を見ると、当時活動していた 19人では、兼業なしで木偶戯をやっ

ていた潘偉慶が最も稼いでおり、他の芸人の 2,3倍の月収を得ている。ほかの 18人

は記入していない 1人以外、それぞれ 50元 2人、40元 2人、35元 1人、30元 7人、

25元 3人、20元 1 人、15 元 1 人である。当時、大学教授の給料は約 40元で、ラーメ

ン 0.08 元一杯、家賃 2.4 元 1か月であった。だから、前述した月収から見ると、こ

の半分以上の芸人は木偶戯の上演をするだけで暮らすことができるようだろう。 

定海と普陀のほか、岱山には、上記の王嘉定の木偶戯班があった。 
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 しかし、1980年代中期から、映画などの流行により木偶戯の娯楽としての上演需要

は徐々に減少に転じた。新放は 1983 年以降、経営不良で上演停止の状態になった。

個人戯班の状況については報告されていないが、同じ問題があったと考えられる。 

一方、宗教活動に対する規制も緩和され、寺廟や祠堂も次々と復旧し、個人の家庭

や祠堂での祖先祭祀も行われるようになった。廟では個人の依頼による願解きや神の

誕生日の祭りなどが行われるようになり、また民間で個人からの上演依頼、例えば個

人の家で行う願解きや婚礼、子供の誕生祝いなども行われるようになった。これらの

行事には、木偶戯が神に奉納されたが、新放は文化局が管理する劇団であるから、個

人の願解きや廟戯などの上演は一切できなかった。この需要に個人の戯班が応えるこ

とになり、個人戯班は宗教活動のための上演が行われるようになった。 
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第５章 舟山布袋木偶戯伝承の現在 

 

第 3章侯恵義と鄭明祥の話では、舟山布袋木偶戯芸人の師弟関係についても言及し

た。本章では、それを踏まえ、他の芸人への聞き取り調査や档案資料などに基づき、

舟山布袋木偶戯全体の伝承系譜について整理する。（別紙 2の図 15 参照） 

 

 図 15 舟山布袋木偶戯（遣い手）伝承系譜（別紙２） 

 

 第 3章でも述べたが、舟山で布袋木偶戯が盛んな地域は定海と普陀である。定海の

布袋木偶戯は元々寧波の奉化出身の朱潭山（1847年頃-？）が舟山で邵恵義、張慶発、

王阿位という 3人の弟子をとったことに始まるという。侯恵義によれば、3人の弟子

のうち、張慶発と王阿位は弟子を育てなかったが、邵恵義は多くの弟子をとって、そ

の後、舟山で広く行われるようになった。（第 3章第 1節参照）邵恵義に始まる伝承

系譜は図 15（別紙 2）の通りである。現在活動している 16の戯班（後述）の中では、

その半分以上がこの系列に入っている。 

 一方、普陀の布袋木偶戯については、鄭明祥の師匠である白泉出身の周章以前の系

譜は不明である。鄭明祥の父の鄭昭娣も木偶芸人であったが、最初は弾き語りの寧波

灘簧126の芸人だったという。鄭明祥の話からは、解放前には沈家門（普陀）には多く

の木偶戯班があって盛んに活動していたことがわかるが、50年以降、この系譜の木偶

戯芸人については、全く記録にあらわれないので、今のところ、不明である。鄭明祥

は 50 年以降、東昇に加入し、その後は新放に入ったので、彼が育てた弟子には、特

に普陀の系統というかかわりは無い。（実際は、ほとんどが定海出身である。） 

現在、普陀の木偶芸人（遣い手）はほとんど鄭明祥が育てた弟子である。その中で、

鄭明祥の弟子とした侯雅飛は、その上演は上述した邵恵義の列に入っている父の侯恵

義からも大きな影響を受けている。葉平児は鄭明祥のほかに、黄其善の弟子でもあっ

た。舒彩飛はさらに 3人の師匠もいた。 

図 15 では伝承者不明の芸人も多く載せており、これらの名前は 1982 年の档案資料

に記録されたもので、具体的な状況は不明である。 

なお、曽て岱西木偶劇団の主演であった何阿宝は、元々岱西長涂で習った布袋木偶

戯を習ったと言われているが、その人が朱潭山の弟子の張慶発とは師弟関係であるか

どうかについて、いまのところで十分な証拠はない。 

 

                                                           
126寧波灘簧は 1920-40年代寧波のあたりに流行していた語り物で、上演には男（生）女（旦）二人の語

り手と二人の伴奏者が必要で、鄭明祥によれば、鄭昭娣が演じた寧波灘簧は二人一組で、鄭は二胡を弾

きながら唄う、など滑稽で俗な物語や愛情物語を語るという。 
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第１節 現在活動している戯班 

  

1980 年代以降、舟山では約 20の布袋木偶戯の戯班が活動していた。しかし、最近

2，3年の間に、高齢や病気、事故などで 5人の芸人（遣い手）が亡くなったため、戯

班の数は急に減り、現在は 16の戯班しか残っていない（図 15 参照）。その中には、

実際はほとんど活動していない戯班もある。それぞれの戯班の基本的な情報と上演状

況については、表 21（別紙３）と表 22（別紙４）の通りである。 

 

表 21 舟山布袋木偶戯各戯班基本情報表（2015年現在）（別紙３） 

表 22 舟山布袋木偶戯各戯班上演状況表（2015年現在）（別紙４） 

 

表 21 と表 22は、2014年 9月に行ったアンケート調査127とその後の電話での聞き取

り調査によってまとめた。 

現在活動中の戯班 16のうち、普陀と岱山の 2班を除けば、すべて定海にある。表

21と表 22から、以下の状況が明らかになった。 

第一、16の戯班の設立時期はそれぞれ 1960 年が１班、改革開放直後の全国で民間

芸能が復興した 1978 年から 1985年までが 7班、2000 年以降が 8班である。解放前に

女性芸人はいなかったが、改革開放直後に復興した戯班では、女性が活躍するように

なり、現在は約半数を占めている。2000 年以降に多くの戯班が結成されたのは、経済

の発展で人々の生活が豊かになり、木偶戯上演の依頼が多くなったためである。特に

2009年舟山布袋木偶戯は省の非物質文化遺産になり、政府の助成金などの政策で戯班

や後継者の養成が促進された。そのため、30，40代の若い人も木偶戯を職業とするこ

とに興味を持ち始め、戯班をつくった。16 の戯班のうち、30，40 代の若い班主が 4

人いる。たとえば、もともと幼稚園教諭を目指していた侯夏玲は、一家の人形芝居を

継ぐことにし、2006年、おばの侯雅飛に弟子入りしている。 

第二、16のうち、半分以上の班主が木偶戯を主職業にし、副職業を持つ芸人は音楽

や語り物関係の仕事をする人が多い。舞台の所有者である班主はほとんど主演である。

主演には、自ら楽器もでき、即ち伴奏者ともなれる者が 5人いる。その人たちは暇な

ときには、他の戯班に雇われ、伴奏者としても活躍している。例えば、潘偉慶は自ら

の戯班を持っているが、伴奏者がいない戯班から連絡があれば、都合に合わせて伴奏

者として雇われていく。岱山の王嘉定は元々の伴奏者が亡くなったため、常に潘偉慶

を岱山に呼んでくる。第 2章で述べたように、「前台」と「後台」の前後のチームワ

ークが重要なので、固定的な仲間がのぞましいが、現在舟山では伴奏者が少なくなっ

ているので、一人の伴奏者が都合に合わせて幾つかの戯班を掛け持ちで演奏する場合

も多い。舞台は、各戯班必ず１つ持っているが、上演回数の多い侯家班と潘偉慶は複

                                                           
127 このアンケート調査は当時 16 の戯班の班主を対象にしたが、実際に回収できたのは張偉康、潘偉慶、

徐美清、侯雅飛、朱国成、馮小忠、施芳群、葉平児、夏継明、顔紅亮、王興国の 11 枚であった。それ以

外の情報については、その後の電話の聞き取り調査で得た結果である。 
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数持っている。人形頭は最低１セット 32は必要といわれるが、回答があった班では、

ほとんどそれ以上持っている。 

第三、上演地域については、それぞれの戯班はその所在地、及び隣接地域で上演し

ている。侯雅飛は最も優れた木偶芸人と評価されているので、上演地域も最も広く、

定海と普陀及び周辺のほとんどの小島で上演している。アンケート調査によれば、そ

れぞれの戯班は個人と寺廟からの依頼による結婚式や神の誕生日、願解き、上棟式、

先祖の記念日、子供の誕生祝い、老人の誕生日、正月祈願などで上演していることが

分かる。ただ岱山の王嘉定の戯班は現在、政府主催のイベントなどでだけ上演してい

る。上演料は１回約 1000 元が相場で、分配は解放前と同様、「前台」と「後台」で

折半している。年間の上演日数を見ると、年間 100 日以上の戯班は侯雅飛・潘偉慶・

朱国成・張偉康・葉平児・王興国の 6班、馮小忠は 70-80日である。徐美清・夏継明・

侯夏玲・施芳群・顔紅亮の 4班は約 30日である。そのほかに、王嘉定は政府のイベ

ントだけで上演し、王銀雲は高齢で上演が少なくなっている。董海は現在もっぱら葬

式の伴奏を行い、木偶戯はほとんど上演してないという。舒彩飛についてはわからな

い。一回の上演料と上演日数などから考えて、木偶戯上演で生活できているのは、侯

雅飛・潘偉慶・朱国成・張偉康・葉平児・王興国の 6班だけだろう。 

次に、実際の活動状況について、定海の侯雅飛・潘偉慶と岱山の王嘉定の戯班を例

に紹介する。 

侯家班初代班主の侯恵義は解放前からの木偶芸人で、共和国成立後、61年まで木偶

戯を上演していたが、舟山木偶戯の集団化が行われ、個人戯班の活動が難しくなって

からは、木偶戯上演は行わず、もっぱら語り物の走書をやっていた（第 2章第 1節参

照）。しかし改革開放後の芸能活動の自由化により、1984年年末、娘の侯雅飛、娘婿

の顧国芳と三人で侯家班を作った。侯雅飛は主演、顧国芳は主伴奏、侯恵義は副伴奏

を担当した。 

現在の主演の侯雅飛（1952 年生）は侯恵義の長女で、小さいころ父の木偶戯の上演

について行った。父が走書を始めた後、1965 年ころから兄の侯国平と共に、父の走書

の上演を手伝い、二胡や琵琶で伴奏をした。文革中の 1966年から 72 年までは上演活

動はできなかったが、1972 年走書の上演が再び行われるようになると、侯雅飛は今度

は語り手を担当し、父が伴奏に回った。1979 年、市文化局の新放木偶劇団が成立する

と、侯雅飛は父の紹介で参加し、鄭明祥の弟子となり、木偶戯の主演となった。 

侯家班主伴奏の顧国芳は定海馬嶴の出身で、父の顧雲冨と叔父の顧友冨は昔の杖頭

木偶芸人であった。侯家班に入る前には舟山市越劇団で働いていた。顧国芳の二胡演

奏は舟山一と評判だったというが、1984 年に個人的理由で越劇団を退団し、侯雅飛と

結婚し、侯家班の主伴奏となった。 

 1985 年侯家班が上演を始めると、すぐにたくさん依頼が来たので、翌年、新しい舞

台を造り、侯家班は二組に分かれて上演した。二組で上演に行くときには、侯恵義も

主演となり、主伴奏と副伴奏は臨時に雇い、侯雅飛の方も副伴奏を雇った。依頼が少

ない時には、再び元の一座に戻る。1995年ころ、侯恵義は主演をやめ、1998 年に侯

国平が副伴奏として侯家班に加わった。侯国平は侯恵義の長男で、小さいころ父に楽
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器を習い、父の走書の仕事をしばらく手伝っていたが、文革開始後は走書をやめて左

官をやっていた。侯雅飛は侯家班の二代目の班主となり、その後、侯家班の上演はほ

とんど他の人を頼まず、一つの舞台で家族で上演していた。2005 年、侯恵義の次男の

娘である侯夏玲が短大卒業後、侯家班の後継ぎとして侯雅飛に木偶戯を習い始め、

2008年一人前になって独立した。現在の侯家班は主演が二人いるが、主伴奏の顧国芳

は 2012 年に病死、侯恵義も 2014年に亡くなった。副伴奏の侯国平は 2013 年から体

調不良で、現在も療養中で、具合がいいときに侯夏玲の戯班の伴奏者となる。侯家班

の伴奏は現在、他の戯班と同様にすべて臨時に雇うが、たいていは主伴奏は黄忠昌、

副伴奏は黄其明で、ほとんど固定している。 

 

 普陀区においては、鄭明祥の鄭家班が最も活躍していた。鄭明祥は文革十年間を除

いて、芸歴 50年の専業木偶芸人だった（第 2章第 2節参照）。鄭家班は 1940 年代に

父の鄭昭娣が創始した木偶戯班であるが、木偶戯の集団化が始まった後、1961 年に集

団化に加入した（第 3章参照）。1984年、鄭明祥は弟子の潘偉慶・陳玲雪と共に鄭家

班を再開した。普段の上演では陳玲雪が主演、潘偉慶と鄭明祥は伴奏を担当した。潘

偉慶は人形遣いもできるので、陳玲雪と交替して主演をつとめることもある。時には

師匠の鄭明祥も主演を担当することもあった。上演は白泉深坑嶺の竺霊寺からの依頼

が多いため、舞台は一年中竺霊寺の泗洲大殿内に設置している。他の芸人から購入後

改修した古い舞台がもう一つあるので、他のところからの依頼があれば、それを使う。 

鄭明祥は生涯に 6人の弟子、潘偉慶・侯雅飛・陳玲雪・徐美清・葉平児・舒彩飛を

育てた。他の弟子は独立してそれぞれ上演をしている。舒彩飛は鄭明祥の最後の弟子

で、2008年ころ弟子入りした。2000 年ころ、鄭明祥は高齢で主演をやめ、伴奏だけ

を担当していた。戯班も潘偉慶に譲った。2013年に陳玲雪は交通事故でなくなり、鄭

明祥も 2014 年癌で亡くなった。潘偉慶の戯班は上演者不足の状態になったため、妹

弟子の徐美清と舒彩飛、定海岑港の施芳群が暇な時に潘偉慶の上演を手伝い、主演を

つとめるが、伴奏は少なくとも一人雇わなければならない。 

 

岱山においては、1978 年成立した岱西木偶劇団が唯一の布袋木偶戯班である。戯主

は岱山岱西出身の王嘉定（1951年生）で、結成当時の主演は何阿宝（1931 年生）、

伴奏は王嘉定と陳海舟（1941年生）、金月倫（1953 年生）、陳徳海（生年不詳）の

四人だった。戯班は「岱西木偶劇団」と「劇団」を名乗ったが、地方政府とは関係な

い個人戯班である。ただ、上演は岱山県と嵊泗県の劇場や書場など公的な場で行い、

新放と同じく、上演料は切符による収入である。入場料は 0.1～0.15 元、芸人の月平

均収入は 60元～70 元であった、という。 

しかし 1979 年、何阿宝は体の具合が悪くなったため、上演ができなくなった。そ

こで、王嘉定は戯班を継続するため、自ら人形操作を学ぼうと、舟山木偶芸人の中で、

芸が最も素晴らしいと称賛されていた元東昇の団長の潘渭漣（1934年生）に弟子入り

した。定海で約三年間修業をした後、1982 年から岱山で再び上演を始めた。上演再開

後の新たなメンバーは王嘉定、王衛国（1961 年生）、金光甫（1939 年生）、陳海舟、
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金月倫の 5人である。王衛国は主演の王嘉定の脇役として人形遣いを手伝う。年 200

回、毎回の上演料は 20元で、芸人の月平均収入は約 67 元である。 

1980 年代中期から新放木偶戯劇団と同様に、テレビや映画などの流行で木偶戯の上

演需要が減ったため、戯班の経営状況が悪化した。王嘉定は魚介類の養殖を始め、木

偶戯の上演回数は次第に減少した。2000 年以降から政府が文化財保護のキャンペーン

などに王嘉定の戯班を招くようになり、現在、岱西木偶劇団は、これらのイベントな

どでだけ上演している。 

岱山では元々杖頭木偶戯の「下弄上」が有名だったことは前述した（第 2章第 1節

参照）が、布袋木偶戯についてはよく知られていない。侯恵義の話によれば、朱潭山

の弟子には岱山長涂出身の張慶発がいたので、岱山でも木偶戯班があった可能性があ

る。張慶発は弟子がいなかったと言われており、詳細は不明である。岱西木偶劇団の

主演を務めた何阿宝は、王冰の「岱山木偶戯調査実録」（付録〈一〉参照）によれば、

岱山の長涂で布袋木偶戯を習ったというが、侯恵義が語る張慶発に関係あるかどうか

はさらに調査が必要である。 

 

第２節 最近十数年間の上演状況 

 

舟山の最近十数年間の上演状況について、侯家班を例として述べる。侯家班の侯国

平は、2000 年 12月、及び 2001年から 2014 年 4月までの侯家班の上演について、日

付、上演先、上演所得（侯国平本人分）、依頼者側の上演目的、演目（一部のみ）を

詳細にノートに記入している。ノートに記入された日付は、すべて旧暦である。上演

先についてのメモがあるが、それが実際にどこを指すものかはわからない。また、

2000-2005 年の記録には依頼者側の上演目的はごく一部しか記入していない。 

下記の表 23はこの侯国平のノートにより作成したものである。この表は、侯国平

が記入した上演の日付と依頼者側の上演目的を中心にして、さらに侯家班の月（年）

上演日数と木偶戯の伴奏者である侯国平の月（年）収を整理した。上演の日付は旧暦

なので、12月は西暦の翌年 1月、１月は西暦の 2月に当たることが多いが、この表で

は、新暦と旧暦の調整はしていない。依頼者側の上演目的が記入されていない場合は

「？」で表示し、そのうち、依頼主が個人か廟かについて区別できる場合は、個人か

廟を〔 〕内に記した。侯国平は侯家班の伴奏者であるが、木偶戯の伴奏を担当する

ほかに、暇な時に野辺送りの音楽演奏などの仕事もしている。月（年）収は、木偶戯

上演のみの収入を記した。（ ）は木偶戯上演以外の音楽伴奏関係の仕事を示す。 

この記録を主な資料として、最近十数年間の侯家班の上演状況を検討する。 

表 23 侯家班の上演記録表（旧暦 2000年 12月、2001年 1月-2014年 4月） 

☆2000年 
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12月 1日 結婚戯128、（小唱） 4－6日 ？〔廟〕、（小唱）、？

〔個人〕 

7日 ？〔個人〕 

12日 ？  13日 ？ 15日 ？ 

16－17日 ？ 20日 ？ 21日 ？〔個人〕 

22日 ？〔寿山廟〕 23－24日 ？ 25日 ？〔廟〕 

27日 ？ 28日 ？〔個人〕 29日 ？〔個人〕 

→木偶戯上演計 19日、月収 1970元 

2000年：年間上演日数不明、年収不明 

☆2001年 

1月 1－6日 ？ 7日 ？〔個人〕、？ 8日 ？〔個人〕 

9－10日 ？〔廟〕 11日 ？〔廟〕 12日 ？〔廟〕 

13－14日 ？〔個人〕 15－18日 ？ 19日 ？[2軒] 

20－22日 ？ 26日 ？〔廟〕 28－29日 ？〔個人〕 

→木偶戯上演計 25日、月収 2730元 

2月 1－3日 ？ 4－6日 ？ 9日 ？  

10日 ？〔廟〕 12日 ？ 13－14日 ？〔廟〕 

15日 ？〔個人〕 20日 ？〔個人〕、（小唱） 27日 ？〔個人〕 

30日 ？〔個人〕   

→木偶戯上演計 15日、月収 1325元 

3月 2日 ？ （6日 路送） 9日 ？〔個人〕 

10日 ？〔廟〕 14日 ？ 15日 ？、（小唱） 

16日 ？ 22－24日 ？ 25日 猪羊戯 

→木偶戯上演計 10日、月収 1165元 

4月 6日 竪屋戯 9日 ？〔廟〕 10日 ？ 

15日 ？ 17日 ？ 23日 ？ 

→木偶戯上演計 6日、590元 

4月閏 6日 ？〔個人〕 9日 ？〔廟〕 13－14日 ？〔個人〕 

15日 ？ 16－18日？〔個人〕 19日 ？〔廟〕 

（21日 小唱） 22日 ？ 25日 ？ 

→木偶戯上演計 11日、月収 765元 

5月 15日 ？〔廟〕 21日 ？  

→木偶戯上演計 2日、月収 155元 

                                                           
128 「結婚戯」には婚礼の猪羊戯（花婿側）と開面戯（花嫁側）があり、猪羊戯は結婚前夜で行い、開面

戯は昼間で行う。ノートには区別なく「結婚戯」と記録された場合が多い。 
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6月 記録なし 

7月 26日 ？〔個人〕 →記録不完全 

8月 3日 ？ 15日 ？〔廟〕 18日 ？ 

22日 ？ 23－24日 ？  

→木偶戯上演計 6日、570元 

9月 7日 結婚戯 （8日 路送） （9日 路送） 

10日 （小唱）、？ 17日 結婚戯 （18日 小唱） 

21－22日 ？〔廟〕 27日 ？ 28－29日 ？〔廟〕 

→木偶戯上演計 8日、月収 885元 

10月 1日 ？〔廟〕 2日 ？〔廟〕 3－8日 ？〔廟〕 

10日 ？〔廟〕 16日 ？〔廟〕 20日 ？〔廟〕 

26日 ？ 27－28日 ？〔個人〕 29日 ？〔廟〕 

→木偶戯上演計 15日、月収 1455元 

11月 1日 ？ 2日 ？  3日 ？ 

4日 ？〔廟〕、結婚戯 5－7日 ？ 8日 祖堂戯 

10日 ？ 17日 結婚戯 18日 ？ 

20日 祖堂戯、（小唱） 21日 ？ 22日 ？ 

23－25日 祖堂戯 26日 ？〔個人〕 28日 結婚戯 

→木偶戯上演計 19日、月収 2015元 

12月 2日 ？〔個人〕 3日 ？〔個人〕 4－5日 ？〔廟〕 

（6日 小唱） 9日 願戯 12日 結婚戯 

13日 ？ 14日 ？〔個人〕 15日 ？ 

16日 ？〔廟〕 17－19日 ？ 20日 ？ 

21日 ？ 24日 ？ 25日 ？〔個人〕 

26日 ？ 27日 ？ 28日 ？ 

29日 ？   

→木偶戯上演計 21日、月収 1975元 

2001年：年間約 138日上演し、年収約 13630元 

☆2002年 

1月 1－5日 ？ 6日 ？ 7－8日 結婚戯 

9－10日 祖堂戯 11日 ？〔廟〕 12－14日 ？ 

15－16日 ？〔廟〕 17－19日 ？〔個人〕 20日 結婚戯 

21日 ？〔個人〕 23日 結婚戯 24日 ？〔個人〕 

25日 ？ 26日 ？ 27日 結婚戯 
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→木偶戯上演計 26日、月収 2510元 

2月 2日 結婚戯 6日 ？ 9日 ？ 

14日 ？〔廟〕 21日 ？〔廟〕 24日 祖堂戯 

→木偶戯上演計 6日、月収 525元 

3月 3日 願戯 4日 結婚戯、竪屋戯 6日 ？〔個人〕 

16日 竪屋戯 17日 ？〔廟〕 19日 ？〔廟〕 

22－24日 ？ 25日 ？[2軒] （27日 小唱） 

→木偶戯上演計 10日、月収 1490元 

4月 1日 ？〔個人〕 17日 願戯、（小唱） 27日 ？〔個人〕 

→木偶戯上演計 3日、月収 225元 

5月 16日 結婚戯、（小唱） 19日 満月戯 20日 ？ 

22日 ？〔個人〕   

→木偶戯上演計 4日、月収 305元 

6月 4日 ？ 6日 ？ 11日 ？〔個人〕 

19－21日 ？ 28日 テレビ局録画  

→木偶戯上演計 7日、月収 550元 

7月 4日 ？ 12日 ？〔個人〕 15日 ？〔廟〕 

16日 ？   

→木偶戯上演計 4日、月収 270元 

8月 （？ 路送） 14日 テレビ局録画 （17日 路送） 

18日 ？ 20日 ？ 21－23日 ？〔廟〕 

24日 結婚戯   

→木偶戯上演計 7日、月収 580元 

9月 （4日 路送） 10日 竪屋戯 11日 （路送）、願戯 

14日 ？〔個人〕 （17日 小唱） 20日 ？〔個人〕 

26日 ？、（小唱） 29日 ？  

→木偶戯上演計 6日、月収 440元 

10月 2－5日 ？〔廟〕 6日 ？〔廟〕 9日 願戯、（路送） 

13日 結婚戯 14日 結婚戯 15日 ？、結婚戯 

16日 ？ 18日 ？ 20日 ？ 

（22日 路送） 25日 ？〔個人〕 26日 ？ 

（27日 小唱）   

→木偶戯上演計 14日、月収 1430元 

11月 5－6日 ？〔廟〕 7日 結婚戯 11日 ？〔寿山廟〕、結婚戯 
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12－14日？〔寿山廟〕 （15日 路送） 16－17日 ？〔寿山廟〕 

18日 願戯 19日 祖堂戯 21日 満月戯 

23日 結婚戯 26日 ？〔個人〕[2軒] 29日 ？ 

→木偶戯上演計 15日、月収 1425元 

12月 1－4日 ？〔廟〕 5日 結婚戯 （7日 小唱） 

9日 ？、結婚戯 10日 ？〔個人〕 13日 ？、？〔廟〕 

14日 ？ 15日 ？ 16日 ？ 

17日 竪屋戯 18日 ？〔個人〕 19日 ？ 

20日 ？ 21日 ？ 22日 ？ 

23日 ？〔廟〕 24日 ？  25日 ？〔廟〕 

26日 結婚戯 27日 ？ 29日 ？ 

30日 ？〔個人〕   

→木偶戯上演計 24日、月収 2345元 

2002年：年間 126日上演し、年収 12095元 

☆2003年 

1月 1－5日 ？ 6－8日 ？ 9日 ？ 

10日 ？〔廟〕、？〔個人〕 11－12日 ？〔廟〕 13－16日 ？〔廟〕 

17－20日 ？ 22日 ？ 23日 ？〔個人〕 

26日 ？〔個人〕[2軒] 27日 ？  

→木偶戯上演計 24日、2755元 

2月 2日 結婚戯 4－9日 ？〔寿山廟〕 10日 ？〔廟〕 

（12日 路送） （14日 路送） 15－16日？〔廟〕 

21日 結婚戯 22日 ？〔個人〕  

→木偶戯上演計 12日、月収 1245元 

3月 3日 祖堂戯 4日 ？〔個人〕 8－10日 ？〔廟〕 

12日 結婚戯、（路送） 22－24日 ？ 29日 ？、（小唱） 

→木偶戯上演計 10日、月収 1290元 

4月 2日 ？ 3日 ？ 5日 ？ 

6日 結婚戯、？〔廟〕 11日 ？〔個人〕 12日 ？ 

15日 ？〔個人〕 16日 ？〔個人〕 20日 ？〔個人〕 

24日 ？ 27日 ？ 28日 ？ 

→木偶戯上演計 12日、月収 1085元 

5月 1日 ？ 2日 ？〔個人〕 19日 ？〔廟〕 

（22日 路送） 28日 ？〔廟〕 29日 ？〔個人〕 
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→木偶戯上演計 5日、月収 395元 

6月 2日 ？ 5日 竪屋戯、（路送） 19日 ？〔廟〕 

27日 ？〔個人〕 29日 ？  

→木偶戯上演計 5日、400元 

7月 9日 政府の依頼 15－19日 政府主催民俗大

会上演 

22日 ？〔廟〕 

23日 ？ 30日 ？  

→木偶戯上演計 9日、1140元 

8月 （4日 路送） 6日 ？〔個人〕 7－14日 ？〔寿山廟〕 

16日 ？〔廟〕 18日 ？ 19日 ？〔個人〕 

20日 ？〔個人〕 21日 ？ 23－26日 ？〔廟〕 

（26日 路送）   

→木偶戯上演計 18日、月収 970元 

9月 1－3日 ？〔廟〕 5日 結婚戯 11日 結婚戯 

15日 ？ 19日 ？〔個人〕 22日 ？ 

25日 結婚戯 26日 ？ （29日 路送） 

→木偶戯上演計 10日、890元 

10月 （1日 路送） 2－3日 ？〔廟〕 4－6日 ？〔廟〕 

8日 ？〔個人〕 9日 ？〔個人〕 11日 ？〔個人〕 

12日 ？ （14日 路送） 15日 ？ 

18－19日 ？ 21日 ？ 22日 ？〔個人〕 

（24日 路送） 27日 ？〔個人〕  

→木偶戯上演計 15日、1640元 

11月 1日 ？〔寿山廟〕 2日 ？〔個人〕 3－9日 ？〔寿山廟〕 

（14日 路送） 15日 結婚戯[2軒、男性・

女性側各 1軒]、？〔個人〕 

16日 願戯 

20日 竪屋戯 21日 政府の依頼 25日 ？ 

26－27日 ？ 29日 祖堂戯  

→木偶戯上演計 17日、月収 1540元 

12月 1日 祖堂戯 2日 結婚戯 （3日 路送） 

4－7日 ？〔廟〕 8日 ？〔個人〕 9－11日 ？〔個人〕 

12日 ？ 13日 ？ 14日 ？〔廟〕 

15日 結婚戯 16－17日 ？ 18日 ？ 

19日 ？〔個人〕 20日 ？〔個人〕[2軒] 21日 ？ 

23日 結婚戯 24日 ？〔個人〕 26日 ？〔廟〕、？ 
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27日 ？ 28日 ？ 29日 ？ 

30日 ？〔個人〕   

→木偶戯上演計 27日、月収 3155元 

2003年：年間 164日上演し、年収 16505元 

☆2004年 

1月 1－5日 ？ 6－7日 ？〔個人〕 9日 ？〔個人〕 

10日 ？ 11日 ？〔廟〕 12日 ？ 

13日 ？〔個人〕 14－15日 ？〔廟〕 17日 政府の依頼、？ 

18日 ？[2軒] （19日 路送） 20－22日 ？ 

23－24日 願戯 25－26日 ？〔個人〕 27日 結婚戯 

→木偶戯上演計 24日、月収 2690元 

2月 1－2日 ？ 3日 ？〔廟〕 4日 ？〔廟〕 

5日 ？〔廟〕[2軒] 6日 ？ 7日 ？〔廟〕、結婚戯 

8－14日 ？、？〔廟〕 15日 結婚戯 16－18日 ？〔廟〕 

19日 ？〔個人〕 20日 日本友人からの依頼 21日 日本友人からの依頼、

学校の依頼 

26日 結婚戯 27－30日 〔寿山廟〕  

→木偶戯上演計 26日、月収 2405元 

2月閏 1日 ？〔個人〕 9日 ？〔個人〕 （12日 路送） 

（14日 路送） 15日 祖堂戯 16－19日 ？〔廟〕 

（21日 路送） 25日 ？ （26日 路送） 

→木偶戯上演計 8日、月収 610元 

3月 （3日 路送） 5日 ？〔個人〕 10日 ？〔個人〕[2軒] 

11日 祖堂戯 （12日 路送） 13日 結婚戯 

15日 ？ 16－17日 結婚戯 20日 ？〔個人〕 

22－23日 ？ 24日 ？〔廟〕 26日 ？〔廟〕 

→木偶戯上演計 12日、月収 1340元 

4月 （1日 路送） 4日 開面戯 5－6日 ？[2軒] 

12日 仏像設置   

→木偶戯上演計 4日、月収 395元 

5月 1日 ？〔個人〕 （2日 路送） 9日 ？ 

11日 ？ 15日 ？ 16日 ？〔廟〕 

→木偶戯上演計 5日、月収 415元 

6月 11日 満月戯 24日 願戯  

→木偶戯上演計 2日、月収 160元 
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7月 3日 ？ （11日 路送） 16－25日 ？ 

（21日 路送）   

→木偶戯上演計 11日、月収 810元 

8月 記録なし 

9月 18日 結婚戯 21日 ？〔廟〕 22日 ？〔廟〕 

25日 結婚戯 28日 開面戯  

→記録不完全 

10月 2－3日 廟戯 4日 廟戯 5日 結婚戯 

13日 ？〔廟〕 15日 結婚戯 20日 結婚戯 

→記録不完全 

11月 7日 結婚戯 15日 結婚戯 20日 結婚戯 

22日 願戯 28日 結婚戯  

→記録不完全 

12月 3日 結婚戯 18日 結婚戯 20日 結婚戯[2軒] 

21日 ？〔個人〕 29日 ？〔個人〕 30日 ？〔個人〕 

→記録不完全 

2004年：年間上演約 115 日、年収記録不完全 

☆2005年 

1月 7日 結婚戯 25日 結婚戯 →記録不完全 

2－3月 記録なし 

4月 3日 ？〔個人〕 6日 ？〔廟〕 14日 ？〔個人〕 

15日 結婚戯 23日 結婚戯  

→記録不完全 

5－10

月 

記録なし 

11月 23日 結婚戯 

→記録不完全 

12月 記録なし 

2005年：記録不完全 

☆2006年 

1月 1日 願戯 2日 願戯 3日-9日 政府の依頼 

8日 願戯 10日 廟会戯 13日 廟会戯 

14-15日 政府の依頼 16-17日 願戯 18日 廟会戯 

19日 願戯 20-29日 老年協会の依頼  

→木偶戯上演計 27日、月収 2805元 
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2月 4日 結婚戯 7日昼 結婚戯[2軒] 7日夜 結婚戯 

8日 結婚戯 9日 日本友人からの依頼 16-3月 5日 願戯〔寿山廟〕

[2月決算なし] 

27日 結婚戯   

→木偶戯上演計 20日、月収 2450元 

3月 1－5日 願戯〔寿山廟〕 7日 祖堂戯 8日 祖堂戯 

（9日 路送） （10日 念仏行事） 12日 結婚戯 

15日 開面戯 16-18日 願戯 22-27日 杭州世界休閑博覧

会上演 

28日 結婚戯 29日 願戯  

→木偶戯上演計 20日、月収 1820元 

4月 2日 ？〔個人〕 3日 開面戯 6日 ？〔廟〕 

14日 願戯 16日 結婚戯 （17日 路送） 

18日 結婚戯 23日 結婚戯 26日 結婚戯 

（27日 路送） 29日 ？  

→木偶戯上演計 9日、月収 905元 

5月 2日 政府の依頼 3日 政府の依頼 6日 上梁戯 

（9日 路送） 16日 願戯 20日 願戯 

（30日 路送）   

→木偶戯上演計 5日、月収 925元 

6月 （5日 路送） 10日 願戯 15日 願戯 

（18日 路送） 19日 廟会戯  

→木偶戯上演計 3日、月収 345元 

7月 1日 願戯 （6日 路送） 10日 願戯 

11日 願戯 12日 願戯  

（13日 路送） （16日 路送） （17日 路送） 

18日 ？ 22日 （路送）、？ 23日 願戯 

（24日 路送） 25日 政府の依頼 26-28日 日本友人からの依

頼 

（30日 念仏行事の伴奏）   

→木偶戯上演計 10日、月収 1080元 

7月閏 4日 願戯、？〔個人〕 6日 （路送）、政府の依頼  

→木偶戯上演計 2日、月収 440元 

8月 10日 願戯 11日 開面戯 12日 ？[2軒] 

（13日 路送） 15日 願戯 16日 願戯 
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18日 ？ 19日 ？〔廟〕 20-23日 ？ 

26日 ？ 27日 ？〔廟〕  

→木偶戯上演計 13日、月収 2115元 

9月 （1日 路送） 6日 願戯 7日 結婚戯 

8日 竪屋戯 10日 結婚戯 11日 願戯 

（17日 路送） （21日 路送） 22日 ？ 

（23日 路送） 24日 ？ 25日 ？〔廟〕 

26日 ？ 29日 満月戯 （30日 路送） 

→木偶戯上演計 10日、月収 1305元 

10月 1日 結婚戯 2日 廟会戯 3日 ？〔廟〕 

6日 寿戯、学校の依頼 7日 ？〔廟〕 10－12日 ？〔廟〕 

13日 竪屋戯、結婚戯 14日 願戯 15日 願戯 

16日 ？ 17日 結婚戯 18日 願戯 

19-24日 ？、？、？〔廟〕   

→木偶戯上演計 20日、月収 4143元 

11月 1日 願戯 （2日 路送） 3日 （路送）、祖堂戯 

4日 願戯 5日 願戯 6日 （路送）、廟会戯 

9日昼 結婚戯 9日夜 結婚戯 （10日午前 路送） 

10日午後 結婚戯 10日夜 結婚戯 12日 結婚戯 

13日 ？〔廟〕、？〔個人〕 （14-15日 路送） 16日 竪屋戯 

（18日 路送） 20日 テレビ局録画、結婚戯 （24日 路送） 

25日 結婚戯 26-30日 祖堂戯  

→木偶戯上演計 17日、月収 3085元 

12月 1日 結婚戯 2日 廟会戯 3-4日 廟会戯 

5日 結婚戯、廟会戯 6日 ？〔廟〕、？〔個人〕 7日 結婚戯 

8日昼 〔寿山廟〕 8日夜 結婚戯 9日 〔寿山廟〕 

19日 結婚戯 20日昼 ？〔個人〕 20日夜 ？ 

21日 願戯 23日 願戯 24日 願戯[2軒] 

25日 ？〔個人〕 26日 結婚戯 27日 ？、？〔個人〕 

29日 ？ 30日 願戯  

→木偶戯上演計 19日、月収 3776元 

2006年：年間 175日上演し、年収 25194元 

☆2007年 

1月 1日 願戯 2日 願戯 3-7日 ？〔廟〕 
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8－9日 ？  10日 ？〔廟〕 11日 ？〔廟〕、結婚戯 

12日 ？〔廟〕 13日 政府の依頼 14-15日 ？〔廟〕 

16日 ？ 17日 ？〔個人〕 18日 ？、（路送） 

19日 ？〔廟〕 20日 ？〔廟〕 21-23日 日本友人からの依

頼 

23日夜 結婚戯 24日 ？〔寿山廟〕 27日 結婚戯 

→木偶戯上演計 25日、月収 3700元 

2月 6日 ？〔寿山廟〕 7日 ？〔個人〕 8日 ？〔廟〕 

13日 結婚戯、願戯 14日 ？ 15-18日 祖堂戯 

19日 ？ 25日 （路送）、？〔個人〕 28日 ？〔個人〕 

→木偶戯上演計 12日、月収 2575元 

3月 2-10日 祖堂戯 （11日 路送） 12-14日 祖堂戯 

15日 ？〔個人〕、結婚戯 16日 願戯、結婚戯 17日 願戯 

19日 願戯、？〔個人〕 20日 （路送）、結婚戯 （21日 路送） 

22-23日 廟会戯 24日 廟会戯 25日 結婚戯 

（29日 路送）   

→木偶戯上演計 21日、3710元 

4月 2日 結婚戯 4日 結婚戯 5日 ？ 

7日 （路送）、結婚戯 10日 竪屋戯 11日 願戯 

（12日 路送） 15日 願戯 16日 願戯 

（20日 路送） 24日 ？、政府の依頼 28日 竪屋戯 

→木偶戯上演計 10日、月収 1785元 

5月 10日 祖堂戯 （19日 路送） （23日 路送） 

24日 竪屋戯 （25日 路送）  

→木偶戯上演計 2日、月収 305元 

6月 （2日 路送） （18日 路送） 19日 ？〔廟〕 

20日 ？、政府の依頼 （28日 路送）  

→木偶戯上演計 2日、月収 330元 

7月 2日 願戯 （5日 路送） （7日 路送） 

9日 日本友人からの依頼 11-12日 願戯 （13日 路送） 

（14日 路送） （24日 路送） （28日 路送） 

19－29日 〔寿山廟〕   

→木偶戯上演計 14日、月収 1860元 

8月 3日 日本へ上演 （12日 路送） 18日 ？ 

19日 ？ 20日 結婚戯 21日 結婚戯 
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22-25日 ？〔廟〕 （29日 路送）  

→木偶戯上演計 9日、月収 1720元 

9月 

 

1-5日 中国第二回民間芸人

特技上演大会参加 

7-9日 ？ （12日 路送） 

13日 ？〔個人〕 16日 満月戯、結婚戯 （17日 路送） 

（18日 済度儀礼の伴奏、路

送） 

19日 ？ 20日 ？ 

（22日 路送） 24日 願戯 25日 ？〔個人〕 

→木偶戯上演計 10日、月収 2165元 

10月 2日 廟会戯 3-5日 廟会戯 7日 結婚戯 

10日 ？、結婚戯 12日 願戯、寿戯 13-17日 廟会戯、（路送） 

22-27日 廟会戯 24日 上梁戯 29日 （路送）、？〔廟〕 

→木偶戯上演計 20日、月収 2950元 

11月 （1日 路送） （3日 路送） 4日 結婚戯 

6日 満月戯、願戯 （7日 路送） （8日 路送） 

11-13日 ？〔廟〕 （12日 路送） 13-14日 祖堂戯 

15日 上梁戯 16日 後継者発表会 17日 願戯 

18日 結婚戯 19日 花嫁を迎える （22日 路送） 

23日午前 結婚戯 23日午後 結婚戯 26日 結婚戯 

（27日 路送） 28日 願戯 （29日 路送） 

→木偶戯上演計 15日、月収 3200元 

12月 1日 ？〔廟〕 2日 ？〔廟〕 3日 願戯 

4日 ？〔廟〕 5日 竪屋戯、廟会戯 6日 ？〔個人〕 

7-8日 ？〔廟〕 9日 結婚戯 11-22日 〔寿山廟〕 

23日 開面戯、結婚戯 24日 願戯 25日 願戯 

26日 願戯 27日 ？、願戯 29日 願戯 

30日 願戯   

→木偶戯上演計 28日、月収 4800元 

2007年：年間 168日上演し、年収 29100元 

☆2008年 

1月 1-10日 老年協会の依頼、願

戯、結婚戯 

11日 ？〔廟〕、結婚戯 12日 ？〔廟〕 

13日 ？〔廟〕 14日 ？〔廟〕 15日 政府の依頼 

16日 ？〔廟〕 17日 願戯 18日 結婚戯 

（19日 路送） 21日 結婚戯 27日 ？〔個人〕 
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→木偶戯上演計 20日、月収 6050元 

2月 1日 日本友人からの依頼 2日 願戯 3-4日 日本友人からの依頼 

8-17日 〔寿山廟〕 （10日 路送） 13日 ？〔廟〕 

14日 結婚戯 15-16日 結婚戯 18日 開面戯 

（24日 路送） 25日 ？、願戯 26日 ？ 

28日 祖堂戯   

→木偶戯上演計 18日、3355元 

3月 （1日 路送） 2日 結婚戯 3日 願戯 

5日 学校の依頼 （7日 路送） 9日 結婚戯 

（10日 路送） 20日 結婚戯[2軒] 21日 結婚戯 

22-23日 廟会戯 （25日 路送） 26日 結婚戯 

→木偶戯上演計 9日、月収 2280元 

4月 （3日 路送） 4日 結婚戯 5日 結婚戯 

6日 結婚戯 7日 結婚戯 （8日 路送） 

9日 廟会戯 11日 願戯 14日 ？ 

15日 ？ 16日 願戯 17日 願戯 

18日 ？ 20日 （路送）、願戯 （21日 路送） 

（24日 路送） 26日 願戯 （27日 路送） 

（28日 路送）   

→木偶戯上演計 13日、月収 2615元 

5月 （4日 路送） 7日 願戯 8日 願戯 

11日 結婚戯 （12日 路送） （14日 路送） 

（15日 路送） 24日 願戯 25日 願戯 

→木偶戯上演計 5日、月収 915元 

6月 （7日 路送） 12日 ？ 13日 ？〔廟〕 

17日 祖堂戯 （18日 路送） （24日 路送） 

（25日 路送）   

→木偶戯上演計 3日、月収 1005元 

7月 2日 ？〔廟〕 4-8日 ？〔個人〕 （10日 路送） 

11日 ？〔個人〕 12日 ？〔廟〕、 満月戯 （14日 路送） 

16日 廟会戯 （20日 路送） （24日 路送） 

28日 政府の依頼   

→木偶戯上演計 10日、月収 1380元 

8月 7-10日 日本友人からの依

頼 

11日 願戯 15日 上梁戯 
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18日 ？ 22日 ？〔個人〕 19-28日 ？〔廟〕 

30日 結婚戯、？   

→木偶戯上演計 19日、3460元 

9月 1日 結婚戯 （2日 路送） 4日 結婚戯 

（7日 路送） 10日 結婚戯、？ （11日 路送） 

（13日 路送） （15-28日 走書） 19日 （路送）、開面戯 

（21日 路送、走書） （22日 路送） （23日 路送） 

（28日 走書）   

→木偶戯上演計 4日、月収 820元 

10月 2日 廟会戯 3-7日 廟会戯 8日 願戯、（路送） 

10日 ？ 12-14日 廟会戯、？、（路

送）[2軒] 

15-21日 廟会戯 

22日 ？〔廟〕 25日 結婚戯 28日 結婚戯 

（29日 路送） 30日 （路送）、竪屋戯  

→木偶戯上演計 22日、月収 5575元 

11月 1日 結婚戯、？〔個人〕 2日 満月戯 （5日 路送） 

7日 結婚戯 9日 願戯 11日 政府の依頼 

12日 結婚戯 （13日 路送） 14日 願戯 

17日 結婚戯 18日 願戯 （19日 路送） 

20日 結婚戯 21日 ？ 22日 竪屋戯 

（24日 路送） 25-29日 祖堂戯  

→木偶戯上演計 17日、月収 3845元 

12月 1日 （路送）、政府の依頼 （2日 路送） 3日 願戯 

4日 結婚戯 5日 廟会戯 （6日 路送） 

7日 ？〔個人〕 8日 ？〔廟〕 13日 ？ 

14日 ？〔個人〕 15-16日 願戯 17日 開面戯、？、？ 

18日 上梁戯、？ 20日 ？〔廟〕、？〔個人〕、

結婚戯 

21日 ？、願戯 

23日 願戯 24日 ？ 25日 結婚戯 

26日 願戯 27日 ？ 28日 ？ 

→木偶戯上演計 20日、5350元 

2008年：年間 160日上演し、年収 36650元 

☆2009年 

1月 3日 願戯 5日 ？ 6日 ？〔個人〕 

7日 結婚戯 8日 願戯 11-12日 廟会戯 
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13日 廟会戯 14日 ？〔廟〕 15日 ？〔廟〕 

16日 廟会戯 17日 ？〔廟〕 18日 ？〔廟〕 

19日 ？〔個人〕 20日 ？、（路送） 21日 （路送）、政府の依頼 

23日夜 結婚戯 24日 願戯 （25日 路送） 

26日 結婚戯 30日 （路送）、政府の依頼  

→木偶戯上演計 20日、月収 5755元 

2月 2日 ？〔個人〕 3日 願戯 4日 ？ 

5日 政府の依頼 6日 発財戯 9日 ？〔廟〕 

10日 ？〔廟〕 （12日 路送） 13－3月 15日 〔寿山廟、三

月決算〕 

17日 （路送）、結婚戯 （18日 路送） 20日 ？ 

21日 結婚戯 （22日 路送） 23日 結婚戯 

→木偶戯上演計 25日、月収 2540元 

3月 （1日 路送） 3日 開面戯 4日 願戯 

（9日 路送） 10日 竪屋戯、（路送） （12日 路送） 

13日 ？〔個人〕、結婚戯 （15日 路送）、寿山廟 2月

13日からの上演決算 

17日 結婚戯 

（20日 路送） 22日 満月戯、？ 23日 結婚戯 

26日 ？〔廟〕 27日 結婚戯  

→木偶戯上演計 20日、月収 6575元 

4月 （1日 路送） （2日 路送） 3日 願戯 

（5日 路送） 6日 結婚戯 （7日 路送） 

9日 結婚戯 （10日 路送） 15日 開面戯 

18日 結婚戯 19日 （路送）、願戯 20日 結婚戯 

21日 （路送）、結婚戯[2

軒] 

25日 願戯 （28日 路送） 

29日 ？〔個人〕   

→木偶戯上演計 10日、月収 2290元 

5月 1日 結婚戯 （2日 路送） 7日 ？ 

11日 （路送）、願戯 12日 ？ 14日 ？〔個人〕 

16日 ？ 21日 学校の依頼 22日 廟会戯 

26日 結婚戯、願戯 （28日 路送）  

→木偶戯上演計 9日、月収 3620元 

5月閏 2日 ？ （4日 路送） 5日 願戯、（路送）[2軒] 

（16日 路送） （20日 路送） （22日 路送） 
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（27日 路送） 29－6月 19日 廟会戯〔寿山

廟〕[5月閏決算なし] 

 

→木偶戯上演計 4日、月収 390元 

6月 （1日 路送） （4日 路送） （5日 路送） 

（9日 路送） 16-19日 祖堂戯、願戯、〔寿

山廟〕[21日上演決算] 

24-26日 ？〔廟〕 

28日 観光地の依頼   

→木偶戯上演計 23日、月収 3975元 

7月 6日 ？〔廟〕 7日 竪屋戯 8日 ？〔廟〕 

（10日 路送） 11日 願戯 18-19日 日本友人からの依

頼 

20日 廟会戯 （22日 路送） 23日 結婚戯 

24日 願戯 25日 願戯 （28日 路送） 

（30日 路送）   

→木偶戯上演計 10日、月収 1895元 

8月 （1日 路送） 2日 願戯 3日 願戯 

5日 願戯 （6日 路送） 7日 結婚戯 

10日 （路送）、願戯 （11日 路送） 13日 結婚戯 

14日 竪屋戯、結婚戯 15-16日 願戯 18-19日 廟会戯 

22-26日 ？〔廟〕 28日 願戯 29日 ？（廟） 

→木偶戯上演計 17日、月収 4990元 

9月 1-2日 ？〔廟〕 3-4日  ？ （5日  路送） 

6日  （路送）、？ 7日  結婚戯[2軒] 8日  願戯 

10日  結婚戯 11日  （路送）、テレビ録画 19日  願戯 

20-21日  ？ （24日  路送） 25日  竪屋戯 

28日  結婚戯 29日  竪屋戯  

→木偶戯上演計 15日、月収 4250元 

10月 1日  願戯 2-4日  廟会戯 5日  廟会戯 

8日  願戯 （9日  路送） （11日  路送） 

13日  結婚戯 14日  ？〔廟〕 15-16日  ？〔廟〕 

18日 ？〔廟〕 19日  ？〔個人〕 20日  竪屋戯 

21日  ？〔廟〕 22-24日  ？〔廟〕 26日  結婚戯 

27日  （路送）、願戯 28日  願戯 （29日  路送） 

→木偶戯上演計 19日、月収 5055元 

11月 （2日  路送） 7日  （路送）、祖堂戯 （10日  路送） 
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11-12日 日本友人からの依

頼 

14日  願戯 15日  願戯 

16日  願戯 18日  ？〔個人〕、？ 19日－12月 16日〔寿山廟〕

[11月決算なし] 

（20日  路送） 23日  結婚戯 24日  開面戯 

26日  願戯 （30日  路送）  

→木偶戯上演計 19日、月収 2470元 

12月 1日  結婚戯 3日 ？〔個人〕 4日  （路送）、？ 

7日  結婚戯 8日  結婚戯 9日  竪屋戯 

11日  願戯 13日  結婚戯 16日〔寿山廟〕[28日上演決

算] 

17日  結婚戯 18日  願戯 19日  願戯 

（22日  路送） 23日午前、午後  ？〔個人〕 24日  ？〔廟〕 

(25日  路送) 26日  結婚戯 27日  ？ 

28日  ？〔個人〕   

→木偶戯上演計 24日、月収 7590元 

2009年：年間 215日上演し、年収 51395元 

☆2010年 

1月 2日  願戯、結婚戯 3日  願戯 (4日  路送) 

5日  願戯 6日  願戯 7日  願戯 

10日  願戯 11日  ？〔廟〕、結婚戯 12日  願戯 

13日  ？〔廟〕 14日  ？〔廟〕 17日  結婚戯 

18日 （路送）、？〔廟〕 19－20日  ？ 21日－2月 20日  〔寿山廟〕

[1月決算なし] 

→木偶戯上演計 24日、月収 4255元 

2月 7日  願戯 8日  満月戯 9日  結婚戯 

(10日  路送) 12日  結婚戯 13日  願戯 

18日  願戯 20日 〔寿山廟〕[30日上演

決算] 

21日  ？〔廟〕 

24日  祖堂戯 (25日  路送) 26日  （路送）、結婚戯 

→木偶戯上演計 23日、月収 5935元 

3月 (1日  路送) (2日  路送) 3日  （路送）、祖堂戯 

（10日  路送） （11日  路送） （13日  路送） 

15日  結婚戯 16日  竪屋戯 18日  結婚戯 

（19日  路送） 22-23日  ？〔廟〕 24日  願戯 
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25-26日  ？〔廟〕 28-30日  願戯  

→木偶戯上演計 12日、月収 2760元 

4月 （2日  路送） 3-8日  願戯 （5日  路送） 

6日  願戯 12日  結婚戯 13日  願戯 

（14日  路送） 23日  願戯 （25日  路送） 

27日  ？ （29日  路送）  

→木偶戯上演計 11日、月収 2105元 

5月 （2日  路送） （8日  路送） （11日  路送） 

17日－6月 26日  〔寿山廟〕

[5月決算なし] 

（21日 路送） 22-28日  ？ 

→木偶戯上演計 14日、月収 1545元 

6月 （2日  路送） 4日  願戯 6日  願戯 

（8日  路送） 19-20日  ？〔廟〕 25日  ？〔廟〕 

26日 〔寿山廟〕[40日上演

決算] 

  

→木偶戯上演計 26日、月収 7960元 

7月 4日  願戯 12日  願戯 （13日  路送） 

（15日  念仏行事の伴奏） （18日  路送） 21日  願戯 

（22日  路送） （26日  路送）  

→木偶戯上演計 3日、月収 655元 

8月 （2日  路送） （4日  路送） 5日  願戯 

8日 願戯 （9日  走書〔政府の依頼〕） （10日  路送） 

15-17日  廟会戯 18日  ？ 20-27日  ？〔廟〕 

24日  結婚戯 25日  結婚戯 28日  廟会戯、（路送） 

（29日  政府主催の走書コ

ンクール） 

  

→木偶戯上演計 17日、月収 4185元 

9月 （5日  路送） 7日  政府の依頼 （10日  路送） 

（12日  路送） 13日  結婚戯 15日  結婚戯 

16日  （路送）、福建省漳州

布袋木偶戯見学 

  

→木偶戯上演計 4日、月収 1185元 

10月 2日  ？ 3-5日  ？〔廟〕 8-9日  ？ 

10-15日  ？、（路送） 18日  ？  

22-26日  ？ （30日  路送）  
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→木偶戯上演計 18日、月収 5260元 

11月 2日  廟会戯 3日  上梁戯 （5日  路送） 

6日  ？〔廟〕 （7日  路送） 8日  寿戯 

12日  願戯 17日  祖堂戯、（路送） （18日  路送） 

（19日  路送） 20日  願戯 23日  ？[2軒] 

（25日  路送） 26日  結婚戯[2軒] （27日  路送） 

29日  廟会戯   

→木偶戯上演計 10日、月収 2705元 

12月 （1日  路送） 3-4日  廟会戯 5日  ？〔個人〕 

6日  願戯 7日  ？[2軒]、？〔個人〕 8日  廟会戯 

9日  廟会戯 11日  結婚戯 （12日  路送） 

13日  満月戯、結婚戯 （17日 路送） 19日 結婚戯[2軒] 

20日 願戯 21日 願戯、謝年戯 24日 願戯 

（26日 路送） 27日  願戯 （28日  路送） 

→木偶戯上演計 14日、月収 5390元 

2010年：年間 176日上演し、年収 43940元 

☆2011年 

1月 （1日  走書） 2日  願戯 （4日  路送） 

5日  結婚戯 6日  願戯 7日  願戯 

（8日  路送） （9日  路送） 10-11日  ？〔廟〕 

11日夜  結婚戯 12日  願戯 13日  廟会戯 

14－15日  廟会戯 16日  廟会戯 17日  願戯、結婚戯 

18日  （路送）、開面戯、結

婚戯 

19日  ？〔廟〕 22日  祖堂戯 

25日  願戯 （28日  路送） 29日  開面戯、願戯 

30日  願戯   

→木偶戯上演計 18日、月収 7270元 

2月 1日－3月 8日  〔寿山廟〕

[2月決算なし] 

2日  ？〔廟〕、？ 8日  ？〔廟〕 

（12日  路送） （13日  路送） 15日  結婚戯 

（16日  路送） 17-18日  願戯 （19日  路送） 

24日  廟会戯 （28日  路送）  

→木偶戯上演計 27日、月収 2370元 

3月 （1日  路送） 3日  祖堂戯 5日  （路送） 

5－7日  ？〔個人〕 8日 （ 路送）、？〔寿山廟〕  
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[35日上演決算] 

（9日  路送） （10日  路送） （21日  走書） 

22-23日  ？〔廟〕 24-26日  ？ 26日  結婚戯 

27日  結婚戯 28日  結婚戯  

→木偶戯上演計 16日、月収 7365元 

4月 （2日  路送） 4日  結婚戯 8日  願戯 

12日  ？[2軒] （14日  路送） 15日  結婚戯 

16日  願戯 18日  結婚戯 19日  ？[2軒] 

22日  願戯 29日  願戯  

→木偶戯上演計 9日、月収 3005元 

5月 （2日  路送） 3日  ？ （11日  路送） 

（13日  路送） 18日  願戯 22-28日  ？〔廟〕 

29日  ？   

→木偶戯上演計 10日、月収 2310元 

6月 1日  ？〔廟〕 7日  願戯 （8日  路送） 

（14日  路送） （16日  路送） （17日  路送） 

19日  ？〔廟〕 20日－7月 22日 〔寿山廟〕

[6月決算なし] 

（22日  路送） 

28日  ？〔廟〕 29日  満月戯、（路送）  

→木偶戯上演計 14日、月収 1000元 

7月 4日  ？〔個人〕 （5日  路送[4軒]） 22日 〔寿山廟〕[33日上演

決算] 

26日  願戯   

→木偶戯上演計 23日、月収 4375元 

8月 1日  願戯 2日  願戯 （3日  路送） 

17-19日  ？ 20-24日  ？〔廟〕 （27日  路送） 

28－29日 ？ （29日  路送）  

→木偶戯上演計 12日、月収 3930元 

9月 （2日 路送） 4日  結婚戯 5日  願戯、結婚戯、政府主催

の木偶戯コンクール 

9-11日  ？〔廟〕 12－22日  〔寿山廟〕 16日  願戯 

17日  竪屋戯 18日  結婚戯 21日  開面戯、結婚戯 

→木偶戯上演計 16日、月収 5110元 

10月 2日  廟会戯 4日  ？〔廟〕 5日  結婚戯 

（6日  路送） 7日  願戯 11日  結婚戯 
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13日  ？〔廟〕 13-17日  願戯 18日  廟会戯 

23日  ？〔廟〕、結婚戯 24日  結婚戯 25日  願戯 

→木偶戯上演計 15日、月収 9350元（政府の補助金 2000元を含む） 

11月 2日  満月戯 4日  結婚戯 6-13日  廟会戯 

7日  結婚戯 20日  結婚戯 24日  開面戯 

28日  願戯   

→木偶戯上演計 13日、月収 4540元 

12月 1－6日  〔寿山廟〕 2日夜  結婚戯 7日  願戯 

 （9日  路送） 11日  結婚戯 12日  ？ 

 13日  （路送）、結婚戯 15日  ？ 16日  ？〔個人〕 

 17日  ？〔廟〕 18日  結婚戯 20－21日  ？〔廟〕 

 22日  ？〔個人〕 （28日  路送） 29日  （路送）、願戯 

 →木偶戯上演計 18日、月収 6910元 

2011年：年間 191日上演し、年収 57535元 

☆2012年 

1月 （1日  走書） 5日  発財戯 （6日  路送） 

（8日  路送） （9日  路送、走書） 11日  廟会戯 

12日  結婚戯 13日  ？〔廟〕 19日夜  猪羊戯 

20日  願戯 22日  ？ 23日  ？〔個人〕 

24日  ？ （25日  路送） （26日  路送） 

（27日  路送） 29日  結婚戯 （30日  路送） 

→木偶戯上演計 10日、月収 5005元 

2月 2日  廟会戯 7日  廟会戯 13日  ？ 

（14日  路送） （15日  路送） 16日  願戯 

（18日  路送） 19日  竪屋戯 20日  開面戯 

（21日  路送） （22日  路送） 24日  ？〔廟〕、結婚戯 

（26日  路送） （27日  路送） 28日  ？ 

→木偶戯上演計 8日、月収 3765元 

3月 1日 （路送）、結婚戯 2日 （路送）、結婚戯 3日 （路送）、願戯 

（5日 路送） 7日夜  結婚戯 （8日  路送） 

（11日  路送） （13日  路送） （14日  路送） 

15日 結婚戯 16日  祖堂戯 （18日  路送） 

19日  願戯 22日  ？〔廟〕 23日  結婚戯 

24日  ？ （25日  路送） 27日  結婚戯 
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28日  願戯   

→木偶戯上演計 11日、月収 5050元 

4月 1日  （路送）、？〔個人〕 3日  願戯 5日  結婚戯 

7日  満月戯 8日  ？〔個人〕 10日  寿戯 

12日  結婚戯 13日  願戯 14日  政府の依頼 

18日  結婚戯 21日  結婚戯 22日  政府の依頼 

26日  ？〔個人〕 （28日  路送）  

→木偶戯上演計 13日、月収 3635元 

4月閏 1日  願戯 13日  願戯、竪屋戯 （14日  路送） 

15日  願戯 （16日  路送） 23日  願戯 

24日  政府の依頼 25－26日  ？ （27日  路送） 

→木偶戯上演計 7日、月収 1910元 

5月 3日  願戯 7日  新しい仏像を迎える （8日  路送） 

9日  ？ 10日  ？〔個人〕 11日  ？ 

（12日  路送） （14日  路送） 15日  願戯 

18日  ？ 21日  開面戯 22-23日  願戯 

25日  ？ （26日  路送）  

→木偶戯上演計 11日、月収 2270元 

6月 2日  ？ 3日  ？〔廟〕 4日－7月 6日  〔寿山廟〕[6

月決算なし] 

（6日  路送） 9日  ？ 23日  ？ 

→木偶戯上演計 29日、月収 300元 

7月 1日  ？ 6日 〔寿山廟〕[33日上演

決算] 

8日  ？ 

9日 日本友人からの依頼、？

〔廟〕 

10-12日  ？ 15日  ？ 

22日  ？ （23日  路送） （27日  路送） 

→木偶戯上演計 13日、月収 6525元 

8月 1日  願戯 （5日  路送） 6日  ？ 

8-10日  願戯 12日  開面戯、結婚戯 15日  結婚戯 

18日  廟会戯、結婚戯 21日  結婚戯 23日  結婚戯 

25日  廟会戯 26日  開面戯 27日  願戯 

28－29日  廟会戯   

→木偶戯上演計 15日、月収 6605元 

9月 2-3日  ？〔廟〕 9-11日  廟会戯 12日  願戯 
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15日  願戯 16日  政府の依頼  

19日  願戯 20日  満月戯 21日  結婚戯 

22日  竪屋戯 （23日  路送）  

→木偶戯上演計 12日、月収 3690元 

10月 1日  結婚戯、？〔廟〕 2日  廟会戯 3日  ？〔廟〕 

4日  願戯、結婚戯 5－6日  ？〔廟〕 7日  ？〔廟〕、結婚戯 

10日  学校の依頼 11 日  （路送）、？〔廟〕、

結婚戯 

12日  結婚戯 

13-14日  廟会戯 15日  結婚戯[2軒]、開面戯 16日  願戯 

17日  願戯 18日  結婚戯 18-22日  願戯、廟会戯 

23日  廟会戯   

→木偶戯上演計 22日、月収 8980元 

11月 6日  竪屋戯 7日  廟会戯 11日  結婚戯 

12日  廟会戯、結婚戯 13日  ？〔個人〕 17日  結婚戯 

18日  竪屋戯 20日  結婚戯 26日  願戯 

29日  願戯   

→木偶戯上演計 10日、月収 5860元 

12月 1日  開面戯 3-5日  ？ 7日  結婚戯 

8日  ？〔個人〕 9日  願戯 12日  ？〔個人〕 

13日  ？〔個人〕 15日  結婚戯 16日  竪屋戯 

17日  願戯 18日  開面戯 19日  ？〔個人〕、願戯 

20日  ？〔個人〕 21日  願戯[2軒] 25日  願戯 

26日  願戯 27日  願戯  

→木偶戯上演計 19日、月収 7585元 

2012年：年間 180日上演し、年収 61180元 

☆2013年 

1月 4日  ？〔個人〕 5日  ？〔個人〕 7日  結婚戯 

8日  結婚戯 11日  ？〔廟〕 12日  結婚戯 

13日  廟会戯 14－15日  ？〔廟〕 16日  ？〔廟〕 

17日  結婚戯 20日  ？〔個人〕 21日  ？〔廟〕 

23日 ？ 24日  花嫁を迎える 26日  願戯 

27日  結婚戯   

→木偶戯上演計 17日、月収 7040元 

2月 1日  願戯 2－4日  ？〔廟〕 5-6日  願戯 

7日  ？〔廟〕 10日  ？〔廟〕 12日  ？[2軒] 
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13日  願戯 18日  ？ （20日  路送） 

25日  開面戯   

→木偶戯上演計 12日、月収 4255元 

3月 18日  結婚戯 19日  ？〔個人〕 20-22日  ？ 

22日  ？〔個人〕 23日  ？〔廟〕 24日夜  結婚戯 

→木偶戯上演計 7日、月収 3230元 

4月 1日  結婚戯 2日  願戯 4-5日  願戯 

9日  結婚戯 12日  願戯 14－15日  廟会戯 

17-19日  ？〔廟〕 18日  結婚戯 22日  満月戯 

→木偶戯上演計 12日、月収 4880元 

5月 ？  ？〔廟〕 ？  ？〔廟〕  

→木偶戯上演計 2日、1150元 

6月 3日  ？〔廟〕 7日  ？〔廟〕、？ 8日－7月 7日  〔寿山廟〕[6

月決算なし] 

（10日  路送）   

→木偶戯上演計 25日、月収 870元 

7月 7日 〔寿山廟〕[30日上演

決算] 

？ ？  

→木偶戯上演計 12日、月収 7000元 

8月 （1日  路送） 8日  願戯 16日  ？〔廟〕 

18日  ？ 22-23日  ？〔廟〕 27日  結婚戯 

28日  ？   

→木偶戯上演計 7日、月収 3180元 

9月 1日  願戯、廟会戯、結婚戯 2日  廟会戯 3日  廟会戯 

5日  黄其善戯班の伴奏 10-12日  ？〔廟〕 12日 ？〔廟〕 

15日 ？、開面戯 17日 （路送）、願戯 22日  開面戯 

23日  （路送）、開面戯、？ 25日  ？〔個人〕 （27日  路送） 

28日-10月 3日  廟戯[9月決

算なし] 

  

→木偶戯上演計 14日、月収 4705元 

10月 3日 廟戯[6日上演決算] 4-7日  廟会戯 6日  結婚戯 

8日  ？〔廟〕 10日  願戯 12日  願戯 

13日  ？〔廟〕 18日  廟会戯、願戯 21日  結婚戯 

25日  政府の依頼 27日  ？〔廟〕 28日  ？ 

→木偶戯上演計 17日、月収 10685元 
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11月 5日  ？〔個人〕 6日  ？〔廟〕 7日  結婚戯 

10日  結婚戯 11日  廟会戯 13日  開面戯、結婚戯 

14日  願戯、（路送）、政府

の依頼 

25日  結婚戯 26日  願戯 

27日  結婚戯、老年協会の依

頼 

  

→木偶戯上演計 10日、月収 7450元 

12月 2日  開面戯 （3日  路送） 4-5日  ？ 

10日  結婚戯 12日  ？ 15日  結婚戯 

16日  ？〔個人〕 17日  政府の依頼 18日  ？ 

19日  ？ 22日  政府の依頼 24日  結婚戯 

25日  ？ 26日  願戯 （27日  路送） 

→木偶戯上演計 14日、月収 5380元 

2013年：年間 149日上演し、年収 59825元 

☆2014年 

1月 1日  （走書）、結婚戯 （2－4日  走書） 5日  結婚戯 

6日  （走書）、観光地の依

頼 

7日  観光地の依頼 8日  願戯 

9日  願戯 11日  ？〔廟〕 12日  願戯 

13－14日  ？〔廟〕 15日  ？〔廟〕、政府の依頼 16日  ？〔廟〕、結婚戯 

17－18日  ？〔廟〕 23日  ？ 25日  ？ 

26日  ？〔個人〕   

→木偶戯上演計 17日、月収 7551元 

2月 1日  願戯 2-5日  廟会戯 12日  （路送）、結婚戯 

13日  結婚戯 15日  結婚戯 22日 観光地の依頼、、？〔個

人〕 

（23日  路送）   

→木偶戯上演計 9日、月収 4710元 

3月 2日  全国木偶戯コンクール

参加（河南省開封） 

6日  祖堂戯 7日  願戯、結婚戯 

13日  結婚戯 （14日  路送） 16日  願戯 

18日  ？〔廟〕 （19日  路送） 22日  結婚戯 

23日  ？〔廟〕 24－26日  ？〔廟〕 27日  竪屋戯 

28日 ？ 、結婚戯   

→木偶戯上演計 13日、月収 5830元 



 

159 

 

 

4月 3日  結婚戯 4日  願戯 12日  結婚戯 

16日  願戯[2軒] 17日  ？〔廟〕 19日  ？〔廟〕 

22日  ？〔廟〕 （24日  路送） （27日  路送） 

28日  結婚戯 29日  浙江省海寧木偶戯コ

ンクール参加 

 

→木偶戯上演計 9日、月収 3290元 

註：日付の重複、及び同じ日に数種の上演が入っているのは、戯班が同じ日に数軒を回ったことを示

す。 

 

最近十数年間の侯家班の上演について、表 23から、次の幾つかの点が明らかにな

った。 

第一、木偶戯上演の種類 

主に上演されているのは願解き―願戯、神の誕生日―廟（会）戯、婚礼―猪羊戯（花

婿側）と開面戯（花嫁側）、子供の誕生祝い―満月戯の四種類である〔上演の詳細は

本章第 3-6節参照〕。表 23によれば、この四種類の上演は侯家班、及びそれぞれの

芸人の経済的な支えとなっていることがわかる。 

また、祖先祭祀―祖堂戯、老人の誕生日―寿戯、棟上げ式―上梁戯（竪屋戯）の三

種類も上演されているが、年間上演回数が少ない。記録のある分を確認すると、祖堂

戯は毎年上演があり、2007 年に最も多く 5 回頼まれた。寿戯は上演がない年が多く、

あっても 1回だけである。上梁戯（竪屋戯）も毎年上演があるが、2009 年に最も多く

8回頼まれた。〔上演の詳細は本章第 7-9節参照〕そのほかに、正月祝のために行わ

れる謝年戯（発財戯）や新しい神像を迎える儀礼、老年協会（老人ホーム）から頼ま

れた娯楽のための上演も行っている。 

そして、正月のイベントなどのための政府からの依頼や学校の依頼も、2003 年以降、

時々、入っており、近年は観光地からの依頼もある。なお、侯家班は舟山布袋木偶戯

班の代表として、各種、政府主催の民俗大会や芸能コンクールなどにも随時参加して

いる。 

第二、侯家班の年間上演日数 

侯家班の年間上演日数について、表 23を見ると、2006 年以前は 150 日以下の年が

多かったが、2006年以降は、定海の寿山廟で十日以上連続する上演が年に数回入って

いるため、年間上演日数はほとんど 150日以上である。2009年は最も多く 215 日に達

する。寿山廟は、南宋の時、金と戦って戦死した吏部侍郎尹福生とその息子を祭って

おり、700 年以上の歴史を持つ。現在は特に受験生の合格祈願に参拝する人が多い。

合格祈願のために行われる木偶戯は、1990年代から流行ってきた。正殿の前には大き

い戯台があり、木偶戯の舞台は戯台の上に設置される。侯家班の侯雅飛によれば、最

初は個人の依頼で一日か数日の上演が多かったが、2006 年以降は、十日以上の連続上

演が多くなった。それは合格祈願の依頼者が多いため、寿山廟のほうで、あらかじめ
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依頼を募って、上演する形になったためという。何日上演するかは、依頼者の数によ

り、多ければ芝居も長く続ける。 

一年を通してみると、一般に 5月から 9月までは上演が少ないが、10 月以降は徐々

に増え、12 月（年末）と 1月（正月）はピークになり、2月以降は徐々に減ってくる。

依頼が多い時には、戯班は一日に昼と晩、また何軒も回って上演する場合もよくある。 

第三、侯国平は木偶戯の伴奏者として活躍するほかに、「路送」（野辺送り）や「小

唱」（結婚行列伴奏）、「走書」（語り物）、「仏事」（法事）など伴奏に関わる仕

事もしている。前述した 5月から 9月まで上演が少ない時期には、これらの仕事が多

く入っている。 

第四、上演料は上演回数で計算し、連続で上演する場合は多少安くなる。表 23に

は細かく記してないが、ノートによれば注文する家によっての値段には一回 5元ほど

の差が見えるが、大きな違いはない。一方、この十数年間のデータを並べると、上演

料は物価高騰と社会の賃金増加にあわせて上昇傾向は明らかである。例えば侯家班が

常に依頼を受けている塩倉墩頭の王家の祖堂戯の場合は、2001年十一月八日は侯国平

一人分の上演料が 80元（１日 2回）であったのが、2014年三月六日は 400 元（１日

2回）と 5倍になっている。芸人の年収も 2001年の 13630 元から 2013年の 59825 元

まで、約 5倍になっていることが分かる。 

 

侯家班の侯雅飛によれば 1980年代後期から 1990 年代において、木偶戯の上演はも

っぱら宗教活動に関わるものであったという。2000 年頃からは、全国的に非物質文化

遺産保護の活動が始まり、木偶戯も伝統芸能として注目された。2003 年頃から舟山で

も正月や国慶節の政府主催の行事に、木偶戯が招か、上演するようになった。ほかに

も随時、政府や学校、老人ホームなどからの上演依頼もある。しかし、木偶戯上演の

中心は、民間の宗教活動である。 

現在活動している舟山の各木偶戯班への聞き取り調査から、舟山布袋木偶戯の上演

は現在も盛んに行われていることがわかった。一方、時代や政策などによって「島」

と「人」には大きな変化が起きていることも無視できない。 

第一、「島」の変化。 

舟山では、十数年前から「小島遷,大島建」（小さい島は住民を移転させ、大きい

島は開発する）という舟山市政府のスローガンの元、開発政策が勧められ、現在は多

くの小島は「工業島」「旅行島」として開発されている。島に代々暮らしていた人々

は島を離れ、現代風の都会に住むことになり、伝統的な島の風習などは守るのが難し

くなった。2009 年、舟山連島大橋ができたことにより大陸との直接交流がはじまった。

2011年舟山群島は中国で最初の海洋経済をメインテーマとする国家級新区となった。

このようにして、舟山はますます現代化され、昔の伝統や風習などが自然に減少する

と共に木偶戯の上演も減るだろうと考えられる。そして、2014 年政府の「小宮小廟」

の取り除く運動の中では、多くの寺廟が解体されたり、政府に接収されたり、した。

木偶戯にとっては重要な上演場所が減少しつつある。 

第二、「人」の変化。 
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1980 年代以降、漁業の衰退で、人々の暮らしも大きな変化が起きた。多くの漁民は

漁をやめ、養殖の仕事や魚介類の取引をしたり、他の仕事を従事したり、した。自ら

漁民である親は自分の息子が教育を受けて将来よい大学が入れるように、島を出て生

活のために必死にしている。宗族が離れ離れになり、島では老人しか残っていない。

昔の祭祀活動なども自然になくなった。 

現在なお 16の木偶戯班が活動しているが、そのうち、政府のイベントだけで上演

する岱山の王嘉定の戯班のほかに、最近ほとんど上演していない戯班はまだ 2，3座

もある。また、高齢の木偶芸人は次々となくなった。特に 2014 年 12 月に侯恵義・鄭

明祥・李良学の 3人がなくなり、2015年には黄其善もなくなった。そして、若い芸人

が事故や病気でなくなったこともあった。現在は担い手育成など今後の継続に関して

は非常に厳しい状況である。 

 第３節からは現在まで続けられている各種の上演がどのように行われているかに

ついて、現地調査の事例を中心に述べる。 

 

第３節 願解き―（還）願戯― 

 

願解きに上演される木偶戯は（還）願戯と呼ぶ。現在は病気の治癒や子供の受験、

事業順調などに対しての願戯を行うのが流行している。第 3章で木偶芸人の鄭明祥が

述べた難産、火災、嵐の襲来、海賊の襲撃、家族の離散などで行ったが、今では行わ

れていない。今は病気では、特に癌など難病の時に行う。その他、老人が病気になっ

て、自らの希望で行ったり、若い人が親孝行、親を安心させるために行うことも多い。

願戯の上演は個人の家や地方の廟で行うのがほとんどである。演目の選択は事情によ

って少し変わってくる。特に子供の受験の場合は「馮世恩出考」「李白御筆点魁」な

ど、科挙受験にまつわの演目を選ぶことが多い。病気の治癒と事業順調の場合は「趙

匡胤除妖」「真仮駙馬」など、物語の結末が円満であれば何でもいいという。願戯は

一日 1-2回、1回 2-2.5時間の長さの短編が多いが、侯雅飛によれば、事業順調で行

う願戯において、時には頼んだ家が

祝賀を華やかにするために 3-4日上

演する場合もあるという。 

 2014年 8月26日里釣山島の安瀾廟

で行われた願戯を例に紹介する。 

 里釣山島は舟山島と冊子島の間に

位置し、定海区岑港鎮の管轄である。

面積は1.64平方キロメートルである。

島には二つの行政村があり、2010年

第 6回全国人口調査によると、113

世帯・216 人いたが、2005 年島全体

を舟山連島大橋の橋脚とする計画が 写真 32 看板に張り重ねられた劇の上演料寄付者名簿 
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実施されて以来、村政府と共に住民はほとんど対岸の岑港鎮に移住した。現在島には

約 30 人の老人が残っているだけである。島での暮らしは野菜はほとんど自給できる

が、肉や生活用品などは岑港から購入する。岑港の埠頭と里釣山島の間は 150メート

ルの水路で、渡船に乗れば 1-2分で着く。自転車やオートバイを一緒に運ぶこともで

きる。 

 安瀾廟は現在里釣山島にある唯一の廟である。文革の時に破壊されたが、地元出身

の張というおばあさん（90数歳）が 30年前から定海、沈家門、岱山などを回って布

施を集めて少しずつ再建した。現在、廟には 16部屋あり、戯台も設けられていて、

越劇や木偶戯の上演がしばしば行われている。 

  舞台の正面は華佗菩薩を祭る正殿である。正殿の右側は文昌菩薩と土地神を祭る

部屋で、左側は厨房で、竈神が祭られている。住民は島を離れても家族の健康や幸福

などを祈るために、年越しや願解きなどの機会に廟を訪ねる。しかし、この廟は取り

締まり対象の「小宮小廟」（第１章第 2節参照）と見なされているので、2014 年 7

月からは老年協会の名義で公開され、廟の正門には政府から配られた「老年協会」の

看板が掛けられている。ここでの宗教活動は迷信として政府に禁止されたが、実際に

は現在まで継続して行われている。ただ、政府に見つからないように、廟の神像と供

え物などを置く「元宝卓」など宗教活動に関するものは普段個人の家に隠してある。 

  

 

今回の上演を依頼したのは里釣山島出身の邵雪英（70数歳）である。 

2013 年体の具合がよくない時に神様に願をかけたため、願解きで木偶戯の上演を予

約したという。現在邵雪英は岑港に移住したが、自分が「安瀾廟の弟子だ」という理

由で、願解きには地元の安瀾廟を選んだ。 

 頼まれた戯班は定海の侯家班である。主演の侯雅飛は定海からバスで 40分かけて

上演に行く。二人の伴奏者は舞台や道具箱、楽器などの荷物を２台のオートバイに積

んで運んでいく。７時半に着くと、早速戯台に木偶戯の舞台を設置した。 

写真 33 安瀾廟の正門に掛けられる「定海区岑港

鎮里釣山老人協会」の看板 

写真 34 空っぽの神棚 

（正殿の神棚の前では「元宝卓」の代わりに普通

の机を使ってある。） 
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供え物は依頼者が

用意するが、邵雪英は

高齢のため、親戚の丁

雪元（50数歳）が用

意した。丁雪元も岑港

に引っ越しているの

で、式の準備のために

朝 5時頃島に来た。供

え物は 5種果物と 5

種菓子で、生臭ものを

使わなく、調理も必要

ない「祭神」（図 4-a、

第１章第 2節参照）の

仕方にした。「元宝卓」

の代わりの机には、供

え物のほか、蝋燭、線香、爆竹、金箔で折った元宝と神への「経」（第１章第 2節参

照）を用意した。下の図は、この時に奉納された、岑港の外廻峰寺からもらった「経」

で、紙には主催者の名前や祝言などが書かれており、主催者の願いを込めたものであ

る。金箔で折った元宝はあの世で使用する金として神に奉納する。参加者は丁雪元と

手伝いに来た丁の夫、廟で住んでいる張おばあさん、及び近所に住む 3,4名の老人で

あった。 

  

祭祀の準備が終ると、木偶戯の開始を待つ。願戯の進行は以下の通りである。 

① 「鬧場」開始。〔7：30-〕 

「鬧場」は銅鑼などの打楽器の連続的な伴奏で、式の開始を知らせる。丁雪元

の夫は線香と蝋燭をつけて、爆竹を三つ外で鳴らした。丁雪元はそれぞれの神

写真 35 戯台に設置された舞台（主演侯雅飛） 

写真 36 神への「経」 
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に線香を供えて祈祷した。祈祷内容：神様、この安瀾廟の弟子である我々の健

康と平安を見守ってください。 

② 打楽器の演奏を停止、木偶戯開演。〔8：00-〕 

木偶戯の最初には、必ず「小搭脚」が登場し、上演の理由や祝福の言葉、演目

などを神に伝える。「小搭脚」が言い間違えると、その上演は無効になるので、

人形遣いの主演は、慎重に注意して話す。今回の上演について、「小搭脚」は

次のように語る。 

「做了—-順順利利啊，堂安瀾廟菩薩面前本地人信元邵雪英謝菩薩來，菩薩保佑

其身體健康，格搭其越來越健，搭其加福加寿，子孫搭其興旺發達，格謝謝菩薩

呢做一台小戲文，阿拉戲文呢做『珍珠百寶衣』，一日天娘（一個早上）工夫要

團團圓圓，順順利利啊。格做起來,格雪元屋裡（家裡）也撥其順利，菩薩保佑啊！

格做起來——」 

（訳） 

「始まり、始まり。万事順調を願い、この安瀾廟の神様の前で地元信者の邵雪

英が神様に感謝するためにきました。神様たちが邵雪英の健康を見守って、福

と長寿をさずけ、その子孫繁栄を願います。それで、神様への感謝のために、

小戯文 1回を上演します、演目は「珍珠百宝衣」で、午前中半日で物語は団円

を迎え、万事順調に運びます。では始まり、始まり。この雪元一家も万事順調

にいきますよう、神様にお願い申し上げます。始まり、始まり。」 

今回演じる「珍珠百宝衣」は、落魄した書生が神の加護で科挙に合格し、も

との婚約者とめでたく結婚する物語である。 

③ 上演中、丁雪元は線香の火をたやさないように足したり、叩頭・祈祷したりす

る。その場にいる人々は木偶戯を見ていた。 

④ 芝居終了。〔10：00〕 

「小搭脚」は再び登場し、「小戯

文落台,順留発大財,雪元屋里（家

里）也撥其発大財。謝謝—--」（小

戯文はおしまい、万事順調、商売

繁盛。雪元一家も商売繁盛、神様

に感謝します）と上演の終了を告

げる。 

⑤ 「鬧場」再開。「鬧場」の伴奏が

続く間に、丁雪元の夫は四つ爆竹

を外で鳴らして、元宝の形に折っ

た紙銭と「経」をすべて焼いた。

侯雅飛によれば、爆竹を鳴らすに

は「前三後四」の鉄則があり、その理由は分からないが、つまり始まる時には

三つ、終わる時には四つという。 

写真 37 木偶戯の上演を見る人たち 
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⑥ 供え物を片付けてその場にいる人々に配って、解散。〔10：15〕 

 

今回の上演では侯家班は 1000元の上演料を受け取った。これは四分割して、班主

の侯雅飛は主演でもあり、上演料の四分の二を得た。伴奏者は各四分の一のほか、タ

バコ（値段 20元）一箱をもらった。一般には、朝食と昼食は主催者側が用意するが、

今回は依頼者本人がいず、それに島の廟で食事を用意することも面倒なのでやめた。

祭祀で使った供え物を食べると神に見守られると言われるので、参加者に配った。 

以上の願解きは、文字どおり願が叶った時、即ち病気が治った時の例であるが、実

は願が叶わなかった時に願解きを行う例もある。2011 年 9月 8日白泉深坑嶺の竺霊寺

で潘偉慶が上演した願解きはその例である。王という家では、その息子は一年前に癌

と診断されたので、家族は息子のために「病気が治ったら、小戯文を一台奉納します」

と祈願した。息子は結局、癌のために亡くなった。しかし、王家は息子が亡くなった

が、神にあの世で見守ってほしいと願って願戯を行った。 

 

第４節 神の誕生日―廟（会）戯― 

  

神の誕生日に行われる芝居を廟戯と呼ぶ。第１章第 2節で述べたように、舟山には

多くの廟があり、それぞれの廟にはそれぞれの祭があり、それを「廟会」と呼ぶ。定

海と普陀の多くの廟では、その日に木偶戯の上演を頼む。 

 上演は廟会当日のほか、さらに何日か続けることが多い。定海の寿山廟の場合は、

一か月以上も続く。廟会当日の上演は廟が依頼し、それ以外はいずれも個人の依頼に

よる上演である。個人の依頼は事前に廟に予約し、一軒一軒で順番に行う。多い時に

は十数軒にもなる。何軒かでまとまって共同で頼む場合もある。注文の仕方にかかわ

りなく、その回数分芝居を続けるので、廟戯の演目には長篇の「紫金鞭」「薛剛反唐」

「乾坤印」「郭子儀（月唐演義）」などが選ばれることが多い。 

 

１ 嶴山島の財神殿の廟戯 

 

嶴山島は舟山島の南の海上に位置し、面積は 5.96 平方キロメートルである。2007

年嶴山大橋が建設され、長峙島を経て、舟山島と繋がるようになった。嶴山島には三

つの行政村があり、島民はほとんど漁民である。島の人口は、漁業の衰退により 1990

年代初期から減少し始めた。2000年、島の西南部に中国最大の石油中継基地を建設す

るため、土地が収容されたので、それ以来、島の人口はさらに減少した。1988 年は

2872人 875 世帯あったが、2010年は 1084人 474 世帯となった。その後、人口はさら

に減少し、島民はほとんど定海や沈家門などに移住した。2014 年政府は島を石油備蓄

所としてすべての住民を他の島に移住させる政策を決めた。2014年 8月 27 日筆者が

調査に行った時点で、島では住宅の解体工事が進んで、最後に残った財神殿も間もな
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く解体工事が開始されるということだった。この廟は里釣山島の安瀾廟と違って、宗

教行政機関に宗教施設として認められたものなので、財神殿の土地が政府に収容され

ると補償金も支払われるという。（移転再建する予定と聞く） 

 嶴山島の財神殿は、元々は別の場所にあったが、文革後、1989 年に、もと生産大隊

の講堂と事務所を改修して、この場所に再建された。講堂は正殿となり、隣の事務所

は厨房となった。正殿は財神を中心に、その左に三官殿、右に竜王宮がある。厨房に

は竈神が祭られている。近くに住んでいた唐如竜（70 数歳）が、財神殿の管理、清掃

を行っていた。去年、唐の自宅も解体されたため、現在は嶴山を離れたが、鍵は唐が

管理しているので、必要な時には島に行く。 

 旧暦八月三日は財神の誕生日なので、その日には財神殿で供え物をして、地元の

人々が集まって参拝する。島を離れた後も人々は遠くから訪れる。再建後の財神殿で

は、神の誕生日に木偶戯を神に奉納するのが恒例になっていたが、最近は漁業の衰退

で嶴山の景気はよくないので、節約のため木偶戯の上演は行われていなかった。しか

し、2014年の廟会は嶴山島での最後の廟会なので、木偶戯の上演が行われた。 

 2014 年旧暦八月三日、島の元の住民は定海や沈家門から約 30人参拝に来た。その

中で、祭礼行事の費用や木偶戯の上演費用などを負担した者は 6人で、この 6人の家

族が、今回の祭礼の中心となる。嶴山島の廟会は数軒が集まって祭礼を行うのが普通

である。 

供え物は「祭神」（図 4-c、第１章第 2節参照）の基準にした。神に届ける「経」

は、ここでは赤い紙封筒に入れてあった。その赤い封筒には、財神宛てに、内容、送

り主が書いてある。 

 

  

 

 「孫孫子劉波謝」というのは曾孫の劉波である。ここで、劉波が自分を財神の曾孫

（孫孫子）としているのは、祖父がこの廟の財神を義理の父にしたことを示す。「孫

孫子×××」のほかに、「孫子（孫）×××」、「玄孫×××」と書いてあるものも

あった。このような「経」はこの祭りに出資した家族なら何通でも送ることができる。

六家族の出資者のうち、五家族は財神と義理の親子関係を結んでいる。残りの一家族

写真 38 「祭神」の供え物 写真 39 「経」 
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は財神と義理の親子関係が結んでいない。家族に困ったことが起こったときには、い

つもこの財神殿でくじを引いて解決を求める。今回の出資者六家族のうち、一家族の

み「経」に「弟子」と書いており、即ち父子関係を特に結んでいないことである。 

 頼まれた戯班は定海の侯家班であ

る。侯家班は 6時に定海を出発し、7

時 20分に嶴山島に着いた。財神殿に

は正式な戯台がないので、木偶戯の舞

台は本殿の中に設置した。主演や伴奏

者を隠すための両側の幕は、釘で殿内

の壁に掛けた。 

儀礼は朝 8時から始まり、順番は安

瀾廟での願解きとはほとんど同じだ

った。「小搭脚」が主催者の名前や神

に奉納する人の名前、上演の理由な

どを報告してから、芝居の上演が始

まる。今回の演目は「李文忠出考」で、科挙受験に行く話である。上演は午前 8時か

ら 10 時 15 分、午後 12時 30分から 14時 45 分の二回だった。侯家班の上演料は 2000

元、それにタバコの代わりに一人 50元もらった。そして、主催者のほうは芸人たち

に昼食を用意したほか、今回は朝の出発が早かったので、簡単な朝食も用意した。「廟

会」の関係者によれば、今回の祭礼では、供え物や木偶戯上演の費用など全部で 3000

元かかった。それを六軒の主催者で均分した。 

  

２ 白泉深坑嶺の竺霊寺の廟戯 

  

白泉深坑嶺の竺霊寺は、だいたい舟山島の真ん中に位置している。竺霊寺に祭られ

ている泗洲神の誕生日は旧暦八月十六日で、舟山の伝統的な中秋節と同じ日である129。 

その日に行う儀礼では、木偶戯を神に奉納するのも恒例になっている。泗洲神は観

音の化身であって信者が多いので、廟会になると、この地域の人々だけではなく、定

海の他の地域や沈家門などから多くの参拝者が訪ねてくる。地元では男の子が生まれ

た時に、泗洲神を義理の父にすることが多い。 

竺霊寺で行われる木偶戯のほとんどは、その近くに住む潘偉慶の戯班に依頼する。

そのため、潘偉慶の舞台は泗洲大殿に一年中置かれている。上演当日に設置する必要

はない。潘偉慶は鄭明祥の後継ぎで、2000年ころから戯班をゆずられて現在に至る（本

章第 2節参照）。 

                                                           
129中秋節は本来旧暦の 8月 15日であるが、舟山では 8月 16日に行う習慣である。廟会の知らせは写真

41を参照。内容：「敬告香客敬重書 農曆八月十六又來了，泗洲神菩薩（生日），本院定於八月十六（陽

曆 2014.9.9 日）舉辦華誕拜生慶典法會，中午操辦生日酒宴。敬請廣大信眾香客屆時光臨，共慶同賀。致

以佛禮 竺靈寺管委會 2014.8.25」 

写真 40 侯家班の上演（2014年 8月 27日撮影） 
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2014 年の竺霊寺の廟戯も潘偉慶の戯班に

依頼した。木偶戯の上演は「祭神」と共に 6

時半から始まり、2 時間行われた。そこまで

のやり方は嶴山島の廟戯とほとんど同じで

あるが、その後に廟会の参加者が神の前で

線香を捧げてひざまずく参拝儀礼が行われ

た。儀礼はこの日に訪れた約 500人を対象

に行い、進行係の指示により勧められた。

参拝は毎回 3-7人ずつ、名前が呼ばれたら、

神の前で揃って拝礼する。一家族でも数家

族でも構わない。進行係は越劇の曲調で祝

言を唱える。祝言はまず「泗洲大神生日到,

弟子們個個都来到。拝拝大神多保佑, 保佑

我們弟子們,四季平安萬事大吉。」と唱え、

次には事業の順調や家庭の幸福、外出安全

に関する祝福や神への感謝の言葉を唱える。

その横では木偶芸人が楽器の伴奏を行う。

この儀礼は約 3時間かかった。今回の進行

係は専門の人に頼んだが、木偶芸人が担当

する場合もある。 

  

 

写真 42 参拝儀礼（2014年 9月 9日撮影） 写真 43 木偶芸人による伴奏 

（2014年 9月 9日撮影） 

写真 41 2014年廟会の知らせ 

（2014年 9月 9日撮影） 
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参拝儀礼終了後、11時半から寺の食堂で廟会の宴会が行われる。食堂では 10人一

卓の料理、50卓が用意された。宴会後、供え物の饅頭１個と乾麺１束を参加者に配っ

た。木偶芸人も一緒に食事をした。 

 木偶戯の上演は午前中、「朱元竜出世」で、明代の最初の皇帝の朱元璋の子供の時

の物語である。その後、参拝儀礼と宴会の後、12時半から再び上演した。演目は午前

中とは変えて、「薛丁山征西」を演じた。この演目は数年にわたって上演しているも

ので、去年の続きの一段を演じた。これは来年の廟会に続くという。上演は 15時半

まで続いたが、ほとんどの参拝者が帰り、木偶戯を見る人は四五人だけだった。 

 

第５節 婚礼―猪羊戯、開面戯― 

  

婚礼で神に奉納する木偶戯は花婿側の猪羊戯と花嫁側の開面戯に分かれる。両方と

も「好日戯」130という。 

 

１ 猪羊戯 

  

花婿側で行う婚礼は舟山では「享先」という。「享先」の時には、「全副猪羊」と

呼ばれる丸ごとの豚と羊を供え物として必ず用意するので、その場で上演される木偶

戯は猪羊戯と呼ばれた。木偶戯の上演が「享先」の儀礼と共に行うのは「小戯文陪福

神」ともいい、現在は特に定海の農村部で流行っている。 

 舟山の定海では、結婚前夜の夕食は親戚が集まって行う「猪肝花油羅卜羹」131と呼

ばれる宴会であり、猪羊戯は「享先」の儀礼と共にその後に行い、三部で構成される。 

                                                           
130 舟山では結婚式の日を「好日」という。 

131本来は料理の名前で、豚の肝臓から取った表面の網状になったものを「花油」といい、それに付いた

脂肪分を除けば、大根と煮る。宴会で必ずでる料理なので、宴会の代名詞ともなった。 

写真 44 宴会（2014 年 9月 9日撮影） 写真 45 午後の上演（2014 年 9月 9日撮影） 
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具体的なやり方について、2006年 3月 6-7日に冊子島冊子郷双螺村賀家で行われた

猪羊戯を例に紹介する。頼まれた戯班は侯家班である。以下は、橋谷英子らの調査で

撮った映像を整理したものである。 

第一部 結婚前夜の予祝〔3月 6日夜〕 

（１）「猪肝花油羅卜羹」の宴会〔17：00 頃－〕 

（２）「祭神」儀礼の支度。〔19：00 頃〕 

「全副猪羊」などの供え物、蝋燭と線香などを用意。供え物には丸ごとの豚と羊

を中心にする。（図 4-d、第１章第 2節参照） 

（３）「祭神」開始、木偶戯上演：「馮世恩出考」〔19：30-21：34〕 

「鬧場」から終了までの進行は願解きと同様である（本章第 3節参照）。今回の上

演について、「小搭脚」は次のように語る。 

「做了，今日好日戲，小戲文做『馮世恩出考』，做到馮世恩新科狀元，順順利利啊！

做了——」 

（訳） 

「始まり、今日は好日戯をやりま

す、小戯文の演目は「馮世恩出考」

で、主人公の馮世恩が科挙試験で状

元に合格するまでをやります。万事

順調でありますように。では始めま

す―」 

約 2時間後、「小搭脚」は再び登

場し、「上半夜落台了啊，下半夜享

先再做。」（前半の上演はおしまい、

後半の「享先」でまた上演します。）

と第一部上演の終了を告げる。 

（３）紙銭、「経」を燃やす。 

第一部は結婚前夜の予祝で、この部では一回、約 2時間の上演があり、演目の決ま

りはないが、婚礼の場面で終わる演目を選ぶのが多く、ほかに例えば、「竜虎旗」「藍

糸帯」「珠球招親」などがある。上演が終わると、休憩に入り、供え物などはそのま

まにして、各自、自宅に戻るなどして仮眠をとる。木偶芸人も主催者の家で休む。 

 

第二部 享先の参拝儀礼〔3月 7日朝〕 

第二部の実施は一般に、翌日の夜明け前に行うが、満潮に合わせられれば、満潮時

に開始する。これは財と福が満潮のように満ち溢れるという意味である。供え物は前

夜のままで変えない。 

（１）着席：①埶事者（左右各 1人）；②主香翁（新郎の父）；③新郎；④総管先生

（儀礼の進行係）〔4：22－〕 

（２）敲鼓（太鼓を叩く）：①鼓初敲；②鼓亜敲；③鼓三敲 

写真 46 「馮世恩出考」の婚礼の場面 
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（３）線香と蝋燭をあげる：①花燭；②線香（3本を香炉に挿す；4 本を供え物に挿

す；3本 1束で 4束を用意）；③鳴鑼発砲、主香翁は 4束の線香を持って部屋の外で

神を迎える。天に向かって拝礼した後、その 1束を門の傍に挿して「天香」と呼ぶ。

他の 3束は外から戻った後に埶事者に渡す。 

（４）上香（伴奏がつく）：まず左埶事者は 3束線香を持って外に向かって三礼する。

次に、①初上香；②亜上香；③三上香。3束の線香をそれぞれ左埶事者→新郎→新郎

の父→右埶事者→新郎の父→香炉に挿す、順送りにする。 

（５）敬茶：埶事者 2人が同時に行う。 

（６）初斟酒：埶事者 2人が同時に行う。 

（７）奏楽：１、大吹（奏）；２、細吹；３、和吹。 

（８）迎神拝礼（主香翁と新郎）：拝、昇、拝、昇、拝、昇。（三拝） 

（９）木偶戯上演：「天官賜福」（馬場 2011：410-411頁参照）〔4：30－4：42〕 

（10）復位：①上香；②敬茶；③亜斟酒。（４、５、６に同じ） 

（11）拝礼（主香翁と新郎）：拝、昇、跪。左、右埶事者がそれぞれ祝詞を 1回読ん

だ後に、再び興、拝、平身、暫退。 

（12）木偶戯上演：「十子図」（馬場 2011：411-413 頁参照）〔4：47－5：01〕 

（13）再復位：①上香；②敬茶；③満斟酒。（４、５、６に同様） 

（14）辞神拝礼（主香翁と新郎）：拝、昇、拝、昇、拝、昇。礼が終って退場。 

（15）木偶戯上演：「売子救母」（馬場 2011、414-420頁参照）〔5：04－5：18〕 

 途中（5：15）、財神が出て「扔元宝」（元宝を投げる）の場面が加わる「扔元宝」

というのは、芝居に出てきた天官（福、禄、寿）が元宝を投げ、新郎がそれを受け取

る場面である。新郎は人民元を赤い紙に包んだ祝儀を天官に渡す。この祝儀は木偶芸

人のものとなる。「扔元宝」の場面が加わった演目は「彩頭戯」とも呼ばれる。 

（16）復位、神に感謝礼拝：拝、昇、拝、昇、拝、昇。礼が終って退場。 

（17）鳴鑼発砲、新郎は外に出て神を送る。 

（18）供え物をそれぞれ少し取って、豚の耳も少し切りとり、屋根に投げる。 

（19）供え物をすべて下げて、紙銭、「経」、残りの線香を燃やす。 

第二部では「享先」の中心になる儀礼があり、約１時間半かかる。木偶戯の上演と

儀礼は三回ずつ交替で行う。木偶戯の演目は約 15 分の短編を三つ選ぶのが普通であ

る。儀礼は総管先生と呼ばれる儀礼の進行係によって進められる。儀礼を行う時に、

木偶芸人は伴奏役を担当する。各戯班は定番の演目を持っている。途中には「扔元宝」

の場面も必ず加える。 
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写真 47 猪羊戯上演の場面 

 

写真 48 「享先」の儀礼担当者名簿 

 

写真 49 埶事者敬茶 

 

写真 50 主香翁と新郎の拝礼 

 

写真 51 豚の耳を切り取り 

 

写真 52 「天官賜福」に登場する天官（福、禄、

寿） 

 

写真 53 財神が出て「扔元宝」（元宝を投げる）

場面 
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写真 54 新郎が元宝をを受け取る場面 

 

写真 55 新郎は祝儀を天官に渡す場面 

（写真 47-51 瀬田充子撮影 2006年 3月 7日、写真 52-55橋谷英子の映像による） 

 

第三部 「全堂羹飯」〔5：22－〕 

第三部は二部に続き、「全堂羹飯」を行う。「全堂羹飯」は普通の「做羹飯」と同

様に亡くなった先祖のために行うが、供え物は普段の倍になり、箸や碗なども倍用意

される。その時、約 15分、科挙合格、婚礼の場面で終わる木偶戯を上演し、一連の

儀礼は終わる。 

（１）祭祖のための新しい供え物（天を祭るための供え物の豚、羊はかたづける）、

線香、蝋燭などを用意。（図 5-b、第１章第 2節参照） 

（２）木偶戯上演：「周文彬出考」（16分）〔5：40－5：57〕 

 芝居が終ると、「小搭脚」が登場し、「小戯文落台,順順利利発大財。」（小戯文

は終わります、万事順調、商売繁盛。）と上演の終了を告げる。 

（３）拝礼、爆竹、紙銭、「経」、残りの線香を燃やす。 

「全堂羹飯」が終った後に、下げた丸ごとの豚と羊を解体し、一番よい部位は、花

嫁の家に運ぶように籠にいれ、花嫁を迎える準備を始める。（この時の羊は肉屋から

借りたものだったので、そのまま返却した） 

 

写真 56 上演の終了を告げる「小搭脚」 

 

写真 57 丸ごとの豚を解体 

（写真 56-57 橋谷英子の映像による） 

 

２ 開面戯 
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嫁入り前の「開面」の儀礼を行うときに花嫁の家で上演される木偶戯を開面戯と呼

ぶ。「開面」とは二本の木綿糸を絞って花嫁の顔の毛を抜き、額や眉を綺麗にする儀

礼である。以前は実際に行われていたが、現在は「開面」の真似事をするだけである。

「開面」が終った後に、開面戯が行われる。 

開面戯は昼間に行い、満潮に合わせる必要もない。やり方は願解きと同様である。

一般には一幕、約2時間の上演を頼まれるのが多く、演目は猪羊戯の第一部と同様に、

結婚式の場面で終わるのを選ぶ。この一幕が終ると、「彩頭戯」を上演する。「彩頭

戯」の演目は決まりがなく、「扔元宝」の場面を加えるために行うので、財神の出る

場面があれば選択できる。開面戯の「彩頭戯」は「天官賜福」を選ぶのが多い。やり

方は猪羊戯と同様であるが、今度は花嫁が元宝を受け取って、「紅包」を天官に渡す。 

開面戯は解放前には、金持ちの家でしか行われていなかったが、現在は普通の家庭

でも行っており、昔より上演が多くなった。 

 

第６節 子供の誕生祝い―満月戯― 

  

嬰児が満一か月に行う誕生祝いは満月と呼ばれ、その時に上演される木偶戯は満月

戯と呼ぶ。解放前の舟山では、満月戯を行う盛大な満月は男の子だけで、しかも金持

ちの家しか行われていなかった。解放後の三十年間は、迷信排除や貧富均等などの政

策で満月に関する儀礼と共に、木偶戯の上演も行われていなかった。改革開放後、宗

教活動が再びできるようになり、満月戯も満月に関する儀礼の再開と共に再開した。

1990年代から民衆の生活向上で、満月の儀礼は男女の区別なく行われ、満月戯の上演

も盛んになってきた。 

演目について、侯家班の場合は「狄龍狄虎」（「双陽公主追狄青」）「生唐王李世

民」（「隋唐演義」の段）「双合鏡」など恋愛、出産に関わる物語を演じ、二幕を頼

まれたときは「陳雲売馬」（「陳雲日夜双救駕」）を選ぶ。 

満月戯は自宅で行うのが普通であるが、廟で行う場合もある。廟で行うのは以前、

その廟で子授けの願をかけていたこと、願解きと共に行うという意味になる132。 

廟で行う満月戯について、2015年 3 月 29 日に定海区双橋鎮周家嶴の応家の満月戯

を例に紹介する。 

応阿旺（58歳）夫婦は 2014 年正月に息子夫婦のために、地元の南禅廟で子授けの

願をかけた。南禅廟は俗称「青草廟」、特に婚姻と子授けに効く廟だと言われている。

そこでは中央に「老爺」夫婦が祭られている。右側は送子娘娘、左側は梁山伯と祝英

                                                           
132陳玲の「島民の暮らしに生きる侯家班の上演実践―定海区塩倉街道海村某家の満月酒と満月戯を例に

―」では、2004年 3月に定海塩倉新海村某家で行われた満月戯を自宅で行う典型例として、儀礼の進行

などについて詳しく紹介されている〔馬場英子編 2011：488-497頁〕。 
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台133が祭られている。そのため、梁祝廟とも呼ばれる。子授けの願をかけて間もなく

したら、嫁は本当に妊娠し、一年後の 2015年 1月 29 日に孫が生まれた。応家はこれ

が神の加護があったと思ったので、感謝・報告の意味で、木偶戯を奉納することにし

た。 

満月戯と言うが、今回の場合は実は満二か月で、「双満月」とも言う。双橋のあた

りでは、最近は二か月目に満月を行うことが多い。満二か月のほうが嬰児がより丈夫

にさせ、もっと元気な姿を親戚や隣人に見せられるからである。 

応家の満月戯は南禅廟と応家の自宅の二か所で行われた。廟での祭祀は応阿旺（嬰

児の祖父）が担当し、木偶戯の上演も廟で行い、頼まれたのは侯家班であった。家で

の儀礼は祖母が担当した。儀礼の進行は以下の通りである。 

 

満月の儀礼 

（１）儀礼の準備。〔6：00-〕 

①「祭神」の供え物や蝋燭、線香、爆竹など

を用意。 

②母方の祖母が用意した金色の服や帽子、「虎

頭靴（虎の頭を刺繍した手作りの布靴）」、五色

の糸「長命線」などを子供に着せる。舟山では誕

生祝いの時に、母方の祖母が服や飾り、食べ物な

どを贈る習慣がある。 

（２）「祭神」〔7：10-〕 

  ①祖母は線香をささげる。 

  ②嬰児の母は子供を抱いて拝礼する。 

（３）「竈君菩薩（竈神）」参り。〔7：20-〕 

祖母は 1本の線香を手にとって、嬰児の母は子供を抱いて台所の「竈君菩薩」に

拝礼する。 

（４）村を回る儀礼。〔7：30-〕 

 舟山の誕生祝いには、嬰児をつれて、村の大道りに沿って村を回る儀礼がある。男

の子の場合は「尋老婆」（妻を捜す）、女の子の場合は「尋老公」（夫を捜す）とい

い、これは嬰児が将来人見知りをしないように行われるという。また、親戚や隣人に

嬰児を披露する意味もある。応家の場合は嬰児の両親、祖母が一緒に行った。この儀

礼が終ったら、嬰児を廟に抱いて行って拝礼する。 

                                                           
133梁山伯と祝英台は中国四大民間伝説の一つ「梁山伯と祝英台」の主人公である。物語は男女の愛情を

テーマとし、勉強の好きな娘の祝英台が男装して塾で三年間も学ぶが、同室した梁山伯は娘だと気がつ

かず、英台が結婚のため、帰郷した後もすぐに英台の実家を訪ねなかったため、訪ねた時にはすでに結

婚の直前で、梁山伯は失望の余り死んでしまう。英台は婚家へ行く途中、梁山伯の墓に参り、二つに割

れた墓に英台は身を投じ、二人は二羽の蝶になったと伝えられる。梁山伯と祝英台の伝説は民間で広く

伝わり、主人公の梁山伯と祝英台は婚姻や生育を守る神として祭られている。 

写真 58 嬰児 
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（５）「床頭菩薩（床の神）」参り。〔9：00-〕 

嬰児を抱いて廟から自宅に帰ると、嬰児の守護神と言われる「床頭菩薩」に参拝す

る。「床頭菩薩」は若夫婦の寝室のベッドで祭られている。片付けられたベッドには、

五種類のおかずと五杯の飯の供え物と五膳の箸が置かれている。そして、嬰児が着く

と、蝋燭をつけ、線香をささげて拝礼する。 

（６）「祭祖」〔10：00-〕 

  ①堂前の「祭天」の供え物を片付けてから、「祭祖」の供え物を並べ、儀礼開始。

（図 5-a、第１章第 2節参照） 

②庭で宴会のテーブルを設置。 

（７）「満月」の祝宴。〔11：00-〕 

   木偶芸人も参加。 

 

南禅廟 

（１）儀礼の準備。〔7：20-〕 

①南禅廟に木偶戯舞台を設置。 

②神の前に置く元宝卓に、供え物

や蝋燭、線香、爆竹などを用意。 

（２）「祭神」。〔8：00-〕 

  ①嬰児の祖父は線香をささげる。 

  ②爆竹を鳴らすと共に、木偶戯後

台からの銅鑼と太鼓を叩く音が響い

て、木偶戯の「閙場」が始まり、嬰児

の到来を待つ。 

（３）嬰児が到着、神への拝礼。〔8：

10-〕 

①嬰児を落ち着かせるために、後

台の「閙場」はしばらく休憩。 

②嬰児の拝礼を開始。祖母はそれ

ぞれの神の前に跪いて、嬰児の両手を

合わせて、その健康と将来の大成を願

う。 

参拝の儀礼が終った後、嬰児は家

に戻り、木偶戯の上演が始まる。 

（４）木偶戯開演。〔8：20-〕 

開演前に、祖母は嫁が今年公務員の

写真 59 木偶戯の舞台（2015年 3月 29日撮影） 

写真 60 李世民が生れた場面 

（2015年 3月 29日撮影） 
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試験に合格したことも神に伝えてほしいと侯雅飛に頼んだ。侯雅飛は「小搭脚」の最

初の言葉に、上演の主な理由や祝福の言葉、演目のほかに、祖母が頼んだことも入れ

た。今回の上演について、「小搭脚」は次のように語る。 

「做了——格順順利利啊，今日堂（這裡）南禪廟弟子應××老婆格當初辰光去考公務

員去，菩薩搭其保佑底，菩薩搭其竭力底，格麼自己呢也努力，格公務員搭其考進了，

格現在呢兩夫妻交關好講，恩恩愛愛早生貴子，生個令郎公子，格雙喜臨門了。菩薩保

佑，今日來做台天皇戲，戲文呢阿拉做『唐王李世民』，格總之講來生個皇帝。菩薩保

佑該弟子身體健康，夫妻恩愛，白頭到老，生出底小寶寶聰明伶俐，節節高歩歩昇讀書

啊，慢慢較也撥其考名牌大學。格現在該戲文『唐王李世民』撥其做起來啊，格撥其工

作順利，心想事成，貴人提拔，節節高歩歩昇啊，格生意興隆，屋裡廂大人也身體健康，

一年四季保太平，順順利利發大財，做了啊，做了——」 

（訳） 

「始まり始まり――今日はここ南禅廟の弟子の応××（応阿旺の息子、嬰児の父）の

妻が公務員受験の時、神の加護と自らの努力により、みごと合格した。今この夫婦は

仲睦まじく息子も誕生した。二つのめでたいことがこの家に訪れた。神様の加護をお

願いして、今日の演目は『唐王李世民』で、皇帝の誕生を演じます。神様の加護をお

願いして、この弟子の健康や夫妻円満、その息子が聡明で、将来よい大学に合格する

ことなどお願いします。では、今日演じる木偶戯の『唐王李世民』を始めましょう。

これからこの一家はすべて仕事は順調、弟子の両親の健康と一年の平安、万事順調を

祈ります。始まり――」 

今回演じる「唐王李世民出世」は唐の皇

帝である李世民の出生の物語で、木偶戯の

上演には李世民の出産の場面も演じた。侯

雅飛によれば、満月戯には吉兆の場面とし

て妊婦の陣痛と嬰児の産声が必ず演じる

という。 

（５）木偶戯上演と儀礼終了。〔10：30〕 

 芝居が終る時に、「小搭脚」は再び登場

し、「格『唐王李世民』小戯文落台,順順

利利発大財」（小戯文の「唐王李世民」は

終わりです、万事順調、商売繁盛を祈りま

す）と上演の終了を告げる。 

応阿旺は最後に拝礼をして、願解きなど

と同様に、外て爆竹を鳴らした。次に、正

殿の前に紙銭の「金箔」や「経」、残り

の線香を燃やして、供え物を片付けた。

最後に、供え物を三輪車で自宅に運んで、

木偶芸人は舞台を片付けて、応家で行う満月戯の祝宴に参加する。 

写真 61 紙銭の「金箔」や「経」、残りの線

香を燃やす場面 
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 11 時頃、木偶芸人が応家に着いた

ときには、満月の儀礼はすべて終わっ

ている。儀礼のための供え物なども片

付けられて、祝宴の場が用意された。

庭には、臨時に大きな竈が設置されて、

料理人（1人）と「幇付」と呼ばれる

手伝い人（3，4人）が祝宴の料理を

用意していた。応家の場合は祝宴後、

木偶戯の上演はなかったが、侯雅飛に

よれば、午前の上演に続け午後にも上

演する依頼も多いという。 

食後、応家は芸人に上演料と各人 2

箱のタバコを渡し、祝いに来た客には菓子、卵 2個、約 250グラムの砂糖１包、乾麺

1束を入れた袋を配った。 

 

 

第７節 祖先祭祀―祖堂戯― 

 

祖先祭祀として祠堂で上演される芝居を祖堂戯と呼ぶ。 

舟山群島における諸宗族の祖先は大陸から移住してきたものが多い（第１章第１節

参照）。その祖先は最初、一旗揚げようと舟山に来てから、家業を広げると同時に、

子孫も繁栄した。そこで、一族の祠堂を建てた。〔『定海県志』1994：128-186 頁〕

解放前には、それぞれの祠堂では祖先を祭る活動、即ち祖先祭祀を行った。『定海県

志』（方俗志第十六：40頁）によれば、祖先祭祀は祖先の誕生日・命日と大晦日・旧

暦の一月五日・十三（元宵の開始）・十八（元宵の終了）、及び清明・立夏・端午・

七月半（中元）・中秋・重陽などの節句に行う134という。祖先の誕生日とは祖先の死

後に行う誕生日祝いなので、老人の誕生日祝いの「做陽寿」に対して「做陰寿」と呼

ばれる。祖先の死後 10の整数年齢で行う誕生日祝いは特に盛大で祖堂戯も常に演じ

られる。供え物は普段の祭りよりも盛大にして、僧侶を頼む時もある。解放前には、

各宗族は一族の共同財産と見なされる田畑を持っていて、その収穫を祭祀の費用や祖

堂戯の上演料として使った。 

祖先祭祀の儀礼は「祭祖」という、民間では「做羹飯」「請祖宗大人」と呼ばれる。

これには二種類ある。一家族を単位にして各家で行う祖先祭祀は「常祭」と呼び、即

ち一般的な祭祀という意味である。一方、前述した祠堂で行う祭祀は一宗族を単位に

して祖先の誕生日・命日や一宗族の大事なことがある時に行うが、裕福な宗族であれ

                                                           
134「祖先於生誕死忌祭祀以外大抵逢佳節祭之，如除夕、正月五日、十三、十八、清明、立夏、端午、七

月半、中秋、重陽是也。」 

写真 62 客に配るもの（2015年 3月 29日撮影） 
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ば、各節句の祭祀も祠堂で行う。その時に、一宗族、或は各家の代表者が祠堂に集ま

るが、この時、定海区と普陀区では、よく木偶戯を奉納する。 

前述の『定海県志』に載っている様々な宗族は文革前には、ほとんど自らの祠堂を

持っていた。解放前には祭祀活動を盛んに行っていたが、解放後は迷信と見なされ祭

祀はほとんど行われていなかった。さらに文革中には「破四旧」の対象として、祠堂

も廟と共に壊された。文革終了後、多くの祠堂は再建された。例えば寧波から移住し

てきた後、19代も続いている定海区紫微郷墩頭村の「黄氏宗祠」、鎮海から移住して

きた定海区双橋鎮南山村の「夏氏宗祠」（17代）、鄞県から移住してきた定海区白泉

鎮潮面村の「張氏宗祠」（12代）、余姚から移住してきた北蝉郷小展嶴村の「余氏宗

祠」（17代）、鎮海から移住してきた定海区小沙鎮大沙村の「方氏宗祠」（14 代）

などがある。祠堂の再建と共に祖先祭祀も徐々に復活し、祖堂戯の上演も再開された。

例えば、上記「黄氏宗祠」の黄姓の宗族は、現在も毎年侯家班を頼んで旧暦の 2月 17

日に祖堂戯を行っている。2000年以降は、ほかに清明と冬至に祠堂で行う普通の「祭

祖」にも木偶戯の上演を頼んでいる。侯雅飛によれば、黄姓の祭祀には、各家が代表

を一人、この祭祀に参加することになっている。祭祀後の食事は 10 人で一卓の規準

で十卓を準備しているので、約 100 人参加者がいることが分かる。黄家の老人によれ

ば、解放前には男性しか参加できなかったという。 

祖堂戯の演目は決まりがない。侯雅飛によれば、最近数年間に塩倉の黄姓の祠堂で

上演した演目には「龍虎山」「乾坤印」「月唐郭子儀」「珍珠百宝衣」「正徳游山東」

などがあるという。 

 

第８節 老人の誕生日―寿戯― 

  

老人の誕生日に上演される芝居は寿戯と呼ぶ。第 7節にも言及したが、老人の誕生

日、即ち寿戯は「做陽寿」といい、この世にいることを意味し、一般に「做生」とも

呼ばれる。祖先や亡くなった親の 10の整数年齢ごとに行う「做陰寿」に対して、「做

陽寿」は「做九不做十」という習慣があり、つまり、60歳の誕生日の祝いは 59歳の

時に行い、70歳の誕生日の祝いは 69歳の時に、80歳の誕生日の祝いは 79歳の時に

行う。 

 9の年のほかに、66歳は老人の厄年と言われており、これを避けるために、木偶戯

を神に奉納することもよくある。この年の誕生日の祝いには、娘が父（母）のために

豚肉を 66切れにして食べさせる。そうすれば、親は閻羅大王に呼ばれないという。

民間では「六十六、閻羅大王請吃肉」という俚諺がある。 

 老人の誕生日の儀礼には、「祭神」と「祭祖」の二つの儀礼を行う。「祭神」の儀

礼において、一般的なやり方とは違うところが二点ある。侯雅飛によれば、まず神の

福・禄・寿の三星に奉納しなければならないので、必ず「福禄寿三星図」を用意する。

また、誕生日を迎える老人はその日は神のような存在で寿星と呼ばれ、子孫らは一人

一人老人の前で跪く。老人は事前に用意した「紅包」を子孫らに配る。この儀礼を行
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う時に、芝居は上演しないが、木偶芸人は儀礼の進行に沿って伴奏する。その伴奏は

芝居一回分の上演料で計算する。木偶芸人は上演料のほかに、一般に老人からの「紅

包」も受け取る。 

 木偶戯の上演は「祭祖」から始まり、まず本番を上演する前には「彩頭戯」と呼ば

れる短篇を上演する。老人の誕生日に行う「彩頭戯」の演目について、侯家班の場合

は「冨貴図」（「冨貴龍鳳図」「十子図」）が定番である。本番の上演は依頼の日数

によって任意に選ばれる。一幕ものであれば、「郭子儀拝寿」がよく上演されるとい

う。上演後、「寿酒」と呼ばれる宴会を行い、木偶芸人も参加する。 

舟山では「窮好日,冨做生」という言い方があり、「好日」即ち結婚式はどれほど

貧しくても行うが、老人の誕生日は余裕がある家しか行わない。 

 

第９節 棟上げ式―上梁戯（竪屋戯）― 

 

棟上げ式に上演される芝居は上梁戯、或は竪屋戯と呼ぶ。棟上げ式は新築の無事や

子孫の繁昌を願って行うもので、木偶戯を上演することもよくある。 

侯雅飛によれば、2000年ごろまで伝統的な棟上げ式は行われていたが、（建築様式

も変わった現在では）ほとんど行われていない、という。伝統的なやり方について、

侯雅飛への聞き取りをもとに整理した。 

棟上げ式の実施の日取りは風水師が選ぶが、その家族の干支にぶつからないように

する。職人たちは予定通りになるように、作業の進度を加減した。 

棟上げ式の前日には、式用の饅頭やタバコ、酒、爆竹、蝋燭、対聯、赤布（１枚）、

銀の釘（2枚）、麻袋、肉、果物、菓子、穀物、茶葉などは親の方が準備して贈って

くる。対聯は緑色の紙で、饅頭の印も緑色で、これは火の用心を表れている。 

 棟上げ式は新築の堂前で行い、儀礼開始前に赤布を被せた棟木を用意しておく。棟

上げ式の儀礼には棟木を上げる式のほかに、「祭神」と「祭祖」も行われる。木偶戯

の上演は「祭神」と同時に潮が満ち始める時から行われる。その時の上演は満潮まで

しかできないので、短編の演目を選ぶことが多い。侯家班の場合は「彩頭戯」の「天

官賜福」を選ぶのが定番で、「小搭脚」の話には必ず「今日得造黄金屋,他年再造岳

陽楼,子孫発達興旺,身体健康」という言葉を加える。「天官賜福」の上演には「扔元

宝」の場面もあり、元宝を持つ財神が出ると、この家の主人が元宝を受けて、事前に

用意した祝儀を財神に返す。「扔元宝」のやり方は猪羊戯の場合と同じである。 

短編の上演が終ると、満潮の時点にもなり、棟木を上げる式が始まる。木偶芸人は

儀礼の進行に沿って楽器の伴奏を行う。儀礼は進行係の「総管先生」により勧められ

る。「総管先生」はまず祝詞を読んで、次にこの家の家族全員に神の前で拝礼を指示

する。拝礼後、棟木を上げる。その時、式の開始を待つ大工と左官は既に屋上に登っ

ており、それぞれ一つの麻袋を携えて、その中には祝儀とタバコ、稲、トウモロコシ、

落花生、竜眼、ナツメ、「揺銭樹」（各種の紙幣と硬貨が吊るした松の枝）などが入
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っている。棟木の両端にはそれぞれ縄が結びつけてあり、屋上にある大工と左官、及

び下の人たちとは力を合わせて棟木を上げていく。棟木が上がると、大工と左官は銀

釘を一枚ずつ持って長い赤布を棟木に打ち付ける。「銀釘」は「人丁」に通じ、中国

語の「人丁興旺」にかけて、子孫繁栄を表す。この作業が終ると、大工と左官はそれ

ぞれ自らの麻袋から祝儀とタバコを取り出して、めでたい言葉を唱える。この祝儀と

タバコは家の主人が大工と左官のために用意したものである。その後、大工と左官は

「早接早発」と言いながら、麻袋の稲、トウモロコシ、落花生、竜眼、ナツメを、下

に投げて子供がそれを受け取る。これは「五谷豊登、万事如意」の意味である。「接」

は「伝宗接代」、子孫が受け継がれるという意味である。子供がいなければ、夫婦が

受け取る。 

 式終了後、供え物を取り換えて、「祭祖」の儀礼を行う。「祭祖」の儀礼と共に、

木偶戯の上演もと行う。演目の選択は決まりがない。「祭祖」終了後、「竪屋酒」と

呼ばれる宴会が行われる。この宴会は新築祝いと共に職人たちや近所の人、祝いに来

た親戚などへの感謝の気持ちでもある。木偶芸人も宴会に参加する。 

供え物の饅頭は「竪屋饅頭」と呼ばれ、宴会

後、それを参加者に配る。その日、儀礼に参加

した大工と左官は平日の 2倍の給料（「双工鈿」

と呼ぶ）をもらう。 

2000 年以前、このような儀礼は盛んに行われ

たが、現在は農村で家を新しくすることはほと

んどない。新しい家を購入する場合も、マンシ

ョンがほとんどである。そのため、伝統的な棟

上げ式もほとんどなくなり、農村出身の人は新

しいマンションを購入する時に、棟上げ式に代

わり、簡単な儀礼をそのマンションで行う。具

体的な儀礼では、棟木を上げる式が象徴的に行

われる。最後の「竪屋酒」も、ホテルでするの

が多い。 

なお、侯雅飛によれば、定海の紫竹林路にあ

る「緑城玉蘭花園」の建築を請負った侯家出身の潘定寛（58歳）から上梁戯の上演依

頼を受け、2011 年マンションが完成した時に棟上げ式という意味で木偶戯の上演を行

った。 

 

第 10節 その他 

 

以下に述べる上演は現在、ほとんど行われていないものである。 

 

写真 63 竪屋饅頭 
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１ 新年祈願―謝年戯 

 

歳末に各家で行う祭祀儀礼を舟山では「謝年」、或は「送年」といい、その時に上

演される芝居を謝年戯と呼ぶ。時には、新年を迎える祝福の意を込めて「発財戯」「平

安戯」とも呼ばれる。 

謝年は必ずしも大晦日に行うわけではなく、風水師が選んだ吉日に行うので、大晦

日の三、四日前に行うことも少なくない。木偶芸人は自分の家の謝年の祭祀にぶつか

らないように、気をつける。 

謝年戯は解放前には地主とか金持ちの家でよく行われた。上演終了後、木偶芸人は

家の主人からの祝儀をもらう。現在はあまり行われていない。 

昔、舟山各地域のそれぞれの廟には、小正月元宵の灯籠祭りで（旧暦正月）十三日

から十八日の夜、芝居が上演される135。人々は夕食後、灯籠を見に行き、また芝居を

見る。芝居を見に行くときには、供え物を持参して、上演中は供えて、上演が終ると、

また下げて持ち帰ったが、今はほとんど行われていない。 

 

２ 船の進水式―発財戯 

  

船の進水式に上演される芝居を、一般に発財戯と呼ぶ。漁民が多い舟山では、造船

に関する行事は多く伝承されていた。舟山の漁民は、船を「木竜」と呼び、船には目

や骨があり、魂も入っていると考えている。船の目は「竜目（竜眼）」と呼ばれ、硬

い木で造った球状のものに瞳を描いた竜目がつけてあり、竜骨はもちろん竜の骨の意

味で、船の棟木ともいう。竜目の裏には銀元が貼り付けている。竜目が完成した後に、

「定彩」（赤布を掛ける）の儀礼が行われる。 

造船の開始前には、吉日を選

び、竜骨を設置する時には、神

を祭る儀礼と「船魂入れ」の儀

礼を行う。船の完成前には、新

しい船の安全と豊漁のために、

船主は普陀山に参拝し、願を込

めた三角の旗と観音像をもらえ

受ける。舟山の漁船には、「聖

堂艙」と呼ばれる神棚があり、

観音や媽祖などの神像が祭られ

ている。船の安全祈願で普陀山

に参拝することを「焼船香」と

呼ぶ。 

                                                           
135旧暦正月の十三日は灯籠を掛ける日で「上燈日」と呼ばれ、十八日は灯籠を下げる日で「下燈」と呼

ばれた。 

写真 64 造船の場面と竜目 

（舟山市博物館の模型展示 2014年撮影） 
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 船の完成後、進水式を行う。地元の漁民によれば、進水式の儀礼は朝満潮の時に浜

辺で行い、「啓眼」「祭神」「赴水」「抛饅頭」の四つの儀礼からなる。「啓眼」は

目を開けるという意味で、竜の目に掛けた赤布を取る儀礼である。「祭神」は木偶戯

の上演と共に始まる。一段の芝居が終ると、「赴水」と「抛饅頭」の儀式が行われる。

木偶芸人は太鼓、銅鑼で伴奏する。船が進水することを「赴水」というが、これは豊

漁を願う「富庶」にかけている。「赴水」の作業は村で壮健な青年（10人以上）が担

当し、一致協力して作業歌を歌いながら、ゆっくり船を海に進水させる。それと同時

に、爆竹を鳴らし、船主は一籠の饅頭を持って舳先に立ち、儀礼に集まった隣人や親

戚などに投げる。その日、船主は感謝の意を込めて、大工に「双工鈿」（倍の給料）

と行儀を用意した。 

 ここで言う船は島の浜辺で造った木造の 20∼30トン数の個人所有の帆船で、それよ

り大きい船は小さい島では造らなかった。解放前に漁民の船は、ほとんどこのような

帆船であった。人民公社があった時に、船は集団所有となったので、個人による進水

式も行われなかった。1980年代以降、帆船は使われなくなり、動力船によって変わら

れた。動力船は竜目を造らないので、「定彩」「啓眼」も必要なく、儀礼は簡略化し

た。現在、漁業の衰退で個人による造船は少なくなり、進水式の木偶戯上演もほとん

どなくなった。1980 年代から木偶戯を上演している侯雅飛は、船の進水式での上演を

一回しかしたことがないという。 

 

３ 豊漁祝い―謝洋戯 

  

謝洋とは、豊漁を神に感謝するために行う祭りである。解放前に舟山では広く行わ

れていていたが、文革以降漁業が衰退した現在は、政府主催のもの以外は行われてい

ない136。政府主催の謝洋の祭りでは、派手な儀礼や現代式の歌舞や著名なアナウンサ

ーの司会などによってその意味は大きく変化した。ここで述べる謝洋は民衆が自らの

信仰に基づいて行った儀礼で、1960 年代以降はほとんど行われていない。 

 謝洋の儀礼と共に浜辺で上演される芝居を謝洋戯と呼ぶ。民国『定海県志』（1923、

方俗志第十六・41頁）によれば、謝洋戯の上演は多く「季夏」（旧暦 6月）に行った

と述べているが、実は漁の種類によってそれぞれ違う137。 

解放前に、立夏から夏至までは年中最大の大黄魚（フウセイ、イシモチ類）の漁期

なので、漁民にとっては一番大切な時期だった。その時に漁撈の中心地となっていた

岱山島と衢山島の間の海、「岱衢洋」では舟山群島と浙江省の象山、奉化、鄞県、鎮

海などの漁民がたくさん集まってきた。それが終ると、イカやタチウオなどの漁も行

われるが、船の修理や漁民の休養で漁を止める船も少なくない。諺には「夏至南風呼

呼響，看侬謝洋勿謝洋？」（夏至の南風がびゅうびゅうと吹いて、謝洋をしよう）が

                                                           
136 政府主催の謝洋は 2005年から始まり、恒例として毎年 8月岱山の后沙洋の浜辺で行っている。 

137「漁人報賽之戲，多在各海山演之，謂之“謝洋”。其時期多在季夏。」 
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ある。この諺には、謝洋は夏至以降に行い、しかも必ず行うべき行事であるという意

味が含まれている。この諺ではどうせ行うなら、さっさとしようと述べっている。 

そこで、謝洋戯の上演は、早ければ夏至、大黄魚を終えて別の漁を続けたい漁民は、

旧暦 6月 22日以降に行われていた。かつて舟山に属した象山の『象山東門島志略』

では、旧暦の 6月 23日に岱山の北洋から故郷に帰ってきたら、すべての漁船は天后

宮、王将軍廟、城隍廟で謝洋戯や還願戯をした。芝居の上演は少なくとも三日三晩続

けられ、島のすべての住民は椅子や腰掛を持って廟に行くため、廟はいつも賑やかに

なると述べている。〔象山東門島志略編纂委員会 2000：394 頁〕 

 

  

写真 65 謝洋の祭祀場面 

（舟山市博物館の模型展示 2014年撮影） 
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終章 

 

 本稿では、舟山布袋木偶戯の歴史や特徴、現在の伝承状況と上演実態などについて、

特に島民の生活の中で木偶戯がどのような役割を果たしてきたのか、現在、どのよう

に機能しているのかについて、見てきた。 

 舟山木偶戯の歴史についての先行研究は皆無で、また文化大革命の時期に、それま

で保存されてきた舞台、古い人形や道具類などは、ことごとく焼き尽くされて、今回、

木偶戯にかかわる新たな「資料」を見つけだすことはできなかった。 

 そのような状況ではあったが、共和国成立後の集団化過程で東昇木偶劇団の団員と

なり、文革で劇団が活動停止となって、他の団員が辞めた後も、最後まで事務担当と

して団に残った朱愛蘭氏が保管していた档案資料を閲覧できたことは、僥倖であった。

共和国成立直後の芸人登録の書類や、「下弄上」と呼ばれた、かつて舟山に存在した

棒遣い木偶戯の関係者を集めた会議の議事録を発見し、50 年代初めの民間芸人の現況

や、「下弄上」が実際に存在していた証を確認できた。共和国政府の民間芸人管理が

どのように実施されたのか、など、共和国成立後から文革を経て改革開放政策がとら

れるようになるまでの舟山木偶戯の歩みはだいたい跡付けられた。 

現在の状況については、2011年からの筆者の調査に加え、2004年以降、随時、舟

山を訪ねて侯家班を始め、舟山の主な木偶戯班の上演を記録していた橋谷英子教授と

瀬田充子先生の映像記録を利用して、ほぼ網羅的に舟山の木偶戯班の現況を把握でき

たのではないかと思う。 

 以上、これまでの調査研究で明らかになったことについて述べたが、一方、わから

ないまま残った疑問も多い。 

 第一に舟山布袋木偶戯の舟山への伝来の歴史についてである。現在、舟山を代表す

る木偶戯班侯家班の先代の班主侯恵義の話では、寧波奉化出身の朱潭山（1847-？）

が舟山で三人の弟子をとったことに始まるという。侯恵義は朱潭山の孫弟子に当たる。

今回の筆者の調査結果からも、舟山の木偶戯芸人として名前の挙がった人々は、ほぼ

全員、この系列に連なる。しかし、実際に当時寧波から舟山に来て巡演した遊芸木偶

芸人は、朱潭山一人だけだったのか、いかにも不思議である。 

 一方、農村地帯で活動した侯恵義に対し、ほぼ同時期に漁業商業の中心地沈家門で

木偶戯の修行をした鄭明祥の師匠の周章（白泉出身）は、周章は寧波の姜山出身の人

に弟子入りした、と言う。この人は、周章のほかに舟山に一人もいなかったはずはな

い。また鄭明祥の父も木偶芸人であるが、その師匠は誰だったのか。鄭明祥の話では、

沈家門では 1930,40 年代に、13の木偶戯班があったという。それらの木偶戯班は一体、

誰からの伝承だったのか、その芸人たちについて、49 年解放以降、一切の消息がわか

らないのは、なぜなのか。芸人登録にも出てこないが、どこに消えたのか？（解放前

の芸人の活き証人ともいえる存在だった鄭明祥の元に通って話を聞きながら、当時は
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まだ研究を始めたばかりで、その話の重要性を十分に理解できず、質問をしたいと思

った時には、すでに鄭明祥が亡くなってしまったことは、悔やんでも悔やみ切れない。） 

 舟山木偶戯の起源と歴史についての疑問に答えるためには、奉化、姜山、さらに舟

山対岸の象山までも含めた寧波地区一帯の木偶戯の歴史を調べる必要がある。舟山の

木偶戯が、直接には寧波から伝来したことは、朱潭山の話からも明白だが、現在も木

偶戯の上演が残る舟山と違い、寧波では、木偶戯の伝承が絶えて久しく、調査の端緒

をどこに求めていいのかさえ分からない。寧波の木偶戯調査が今後の大きな課題であ

る。 

 第一の疑問ともかかわることであるが、第二の疑問は、舟山木偶戯は、伝来当初は

扁担戯、つまり人形遣いと伴奏のすべてを一人で担当するものであったが、徐々に遣

い手と伴奏者の役割がわかれるようになり、遣い手の主演 1人の後ろに、1人の伴奏

者がつく形式を経て、現在の 2,3人の伴奏者がつく形に変わった。この変遷について

は、今回の調査から、侯恵義や鄭明祥が独立して上演を始めた 1940 年代初めにはす

でに起きていたことはわかったが、この変化はいつごろ始まったのか？1930 年代に入

ってからなのか？また舞台も、他の地域に残る扁担戯の舞台のように最初は 30セン

チ四方ほどのものだったのか？朱潭山の舞台は、それよりは改良され、多少は大型化

していたのか？いずれにせよ、扁担戯の舞台と、二階に窓がある屋敷の形で、柱には

彫刻が施された現在の舞台との違いは大きいが、どのような経過を経て現在の姿にな

ったのか？台湾の布袋戯の舞台は、舟山のものよりさらに大きくなっているが、台湾

の舞台とのつながりはあるのだろうか？舟山の布袋戯は、直接には寧波から伝来した

ことは間違いないと思われるが、さらに源流をたどれば、福建につながるのではない

かと考えられる。この点については、今回、全く検討する余裕が無かったので、全く

の憶測の域を出ないが、鄭明祥の話でも、沈家門では、福建の漁民の注文でよく上演

していたとも聞いたし、福建の布袋木偶戯との影響関係はやはりきちんと検討する必

要があり、台湾との比較研究も今後の課題である。 

 第三に、1950 年代に完全に舟山では滅んだ杖頭木偶戯の「下弄上」について、本稿

では、これが宗教活動に関わる役割を担っていたことを検討した。「下弄上」が絶滅

した後、その役割は完全に布袋木偶戯に引き継がれて、現在に至る。今回の調査では、

この二種類の木偶戯が同時に存在した時期もあったことを確認した。「下弄上」は、

いつごろから舟山に存在したのか？（「下弄上」は、象山には 60年代頃まであった

とも聞く）「下弄上」の演目は布袋木偶戯のものより短かったというが、これはもっ

ぱら神に奉納するもので、娯楽的要素は少ないものだったのだろうか？『定海県志』

の記述が無ければ、完全に舟山の芸能史からは忘れ去られていた「下弄上」について

も、布袋戯の歴史と合わせて、検討しなければならない課題である。 

現在の舟山では、満月戯（子どもの誕生を祝う）や結婚前夜の「享先」（先祖に結

婚を報告する）などで、かつてないほど盛んに木偶戯が上演され、木偶戯芸人は大い

に繁盛しているようである。しかし、木偶戯の存在基盤である芸人の高齢化や後継者

不足、政府の島開発政策による島の伝統的暮しの消失、それに伴い木偶戯を楽しむ聴

衆の極端な減少などを考えると、これからの舟山布袋木偶戯の伝承には、非常な困難
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が予測される。一方、舟山布袋木偶戯は非物質文化遺産保護の対象として、現在、政

府から様々な支援を受けている。しかし、その援助を実際、保護のためにどれほど活

かすことができているのかについては、大きな疑問を感じる。筆者の博士前期課程の

研究課題であった佐渡の人形芝居についても、伝承保存の問題は大きな課題のまま、

解決の方策は見いだせていない。佐渡の人形芝居に対して、日本では政府からの補助

金などは実に少ないが、それぞれの芸人はみなその芸を守るために、人形芝居の保存

会や児童生徒への伝授、博物館などでの無料公演など様々な努力をしている。このよ

うな芸人自らの自覚による伝承保存活動は舟山では現在まだ少ない。佐渡の芸人たち

の保存のための努力や工夫は、舟山布袋木偶戯の保存伝承問題にとっても参考になる

点が多いと思う。 

日本特に、新潟大学で学んだ経験を、今後の中国の無形文化財の伝承のための研究

に活かしていきたい。 
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付録 

 

１ 付録〈一〉 岱山木偶戯調査実録（王氷） 

岱山木偶戏调查实录 

王 冰 

    关于岱山的木偶戏情况，在浙江人民出版社 1994 年 11 月出版的《岱山县志》中是这样介绍的：“木

偶戏，又名‘小戏文’，俗称‘下拢上’，由定海传入，相传百余年。小宫门王阿宝、王阿能父子等精于

此艺，应邀于民间酬神演出。1957年，小宫门艺人张阿伦创作演出《东郭先生传》，参加省、地会演获奖。

1978 年，岱西公社 6 名艺人组建岱西木偶剧团。1983 年 10 月，以《薛丁山与樊梨花》参加舟山地区木偶

戏交流演出获奖，后逐渐消失。” 

    其实，岱山的木偶戏并没有逐渐消失，岱山木偶剧团（原名岱西公社木偶剧团）一直到今天还在坚持

演出，如 2004年 7月岱山“徐福东渡国际文化节”期间，在东沙“聚泰祥”老商铺为中外专家学者进行了

专场演出。笔者以此为线索，对岱山木偶戏的剧团组织、演出经营等情况进行了一番调查，在此作一介绍。

（调查对象：王嘉定，53岁，岱山木偶剧团团长，舟山市木偶戏学会副会长；陈海舟，65岁，岱山木偶剧

团总管，舟山市木偶戏学会理事；东沙镇宫门村的汤德良，74 岁，方义安，80 岁，金少和，81 岁，汤善

根，81岁，张杏贞，83岁；东沙镇老镇区的刘庆珊，91岁，刘敬翊，80岁。） 

一、岱山木偶剧团 

1、缘起 

    岱山木偶剧团原名岱西公社木偶剧团，成立于 1977 年底（1978年登记注册），按王嘉定的说法是，当

时看到盲人张交儿走街窜巷唱“讨饭腔”（莲花落）很受欢迎，萌发了组建木偶剧团的想法，取得岱山公

社领导的支持，提供相关的方便，因此定名为“岱西公社木偶剧团”。 

2、师承 

    剧团成立伊始，一切从头开始，自己制作演出用的台架，到定海购置木偶头子（其中一部分是沈家门

陈阿祥师傅被封存的道具），制作木偶的“袍套”（戏服）。虽然他们都有文艺演出的功底，但都不会演木

偶戏，所以请来了岱中小峧村的何阿宝师傅担任指导，并担纲演出，排练节目的场所就在陈海舟的家中。

何阿宝是岱山木偶戏老艺人，是从岱山长涂学艺过来的，学的是布袋木偶，以他为主演的岱西木偶剧团正

式对外演出了。剧团前后场成员共六人，下小岛演出受到群众的欢迎。 

    数月后，何阿宝因身体不好，不能继续演出，推荐定海潘渭涟师傅接替。潘是定海木偶演出世家子弟，

1959年成立的“东升木偶剧团”就由其担纲，曾在福建全国木偶戏汇演中获奖，代表剧目是《薛丁山与樊

梨花》，文革期间剧团被解散后，安排在舟山纺织厂当门卫。通过以公社组织出面努力，借调潘到木偶剧团

指导、演出，为期八个月，王嘉定由此跟潘学戏，到潘合同期满离开时，王已能担纲演出了，1983 年 10

月，以《薛丁山与樊梨花》一剧参加舟山地区木偶戏交流演出获演员奖。 

3、演出区域 

    主要在舟山各小岛演出，除了岱山本岛和鱼山、衢山、长涂、双合等小岛之外，还到嵊泗的嵊山、枸

杞、绿华、马关、洋山等地，以及普陀的葫芦、白沙、青浜、东福山等地演出。重点是在嵊泗各岛，每年

有几个月在那儿演出。因为当时文革刚过，群众的业余文化生活相当贫乏，所以木偶剧团的到来，受到他

们热烈的欢迎，如王嘉定出师后第一次到嵊泗的洋山岛演出，连演五十多天。八十年代是剧团的黄金时期，

每场观众达数百人，有的观众当天看完后，把凳子留在场中，以便明天占个好位置。极端的例子是，曾在

岱山山外渔业大队连演 48场，嵊山连演数月，甚至有一天演出三场的，这样一段时间演下来，剧团里人人

都筋疲力尽。 
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4、人员道具 

    剧团演出人员定在 3-6 人，根据演出需要和收益而定，最多时前场用三人，有六个木偶上台演出。除

了早期的何阿宝和潘渭涟，其余都是本地的演员，时有进出，王嘉定和陈海舟也曾因经济原因短期离开过

一段时间，但他们一直都是剧团的骨干。在八十年代初期，他们还培养过一个女角徐金毛，观众反映效果

不错。近十年来，剧团的演出人员已经稳定在目前的 5人：王嘉定、陈海舟、金光甫、汪伟国、林厚良。 

    岱山木偶剧团所用的木偶较舟山一般的木偶大一些，大部分在 30公分左右，头子也稍大一些，剧团现

有木偶一百三十多只，经常在用的有七、八十只，在舟山的木偶剧团中算是最多的了，现在归王嘉定所有。

后场伴奏乐器由演出人员自备。 

5、剧目唱腔 

    岱山木偶剧团主要以演长本戏为主，连续演出一般在二十天以上，剧目主要取材于传统戏曲，有《薛

刚反唐》、《薛刚续反唐》、《万花楼》、《狄青平西》、《杨家将》、《呼家将》、《飞龙传》、《郭子仪平西》、《粉

妆楼》、《日月龙凤图》等数十部。王慨叹现在舟山木偶剧团能演长本戏的已经不多了，大多是以演“靠本

戏”为主。 

    “靠本戏”是指那些单场的小戏，也即“愿戏”“太平戏”，剧目有：《杨宗保与穆桂英》、《龙宫的宝》、

《玉狮子》、《青龙山》、《乾坤印》等，主要是从长本戏里拆出来演。（“愿戏”：指祈求捕鱼、生意、怀孕

生子等内容或祈求得偿后为还愿而演出的戏。“太平戏”：指节日期间或庙宇的菩萨生日的日期表演给菩萨

看的戏。） 

    演出时的唱腔，根据不同的戏剧人物，借鉴别的剧种唱腔，来做一区分，有越剧、二簧、锡剧、走书、

京戏、甬剧等。后场所用伴奏乐器：三弦、二胡、中胡（主胡）、梅花（唢呐）、鼓板、大锣、吹钹、小锣

等，一般每人会操作几样的。 

6、收益收入 

    在公社期间，潘渭涟按合同领工资 450 元/月，其余人员报酬以记工分形式实现，何阿宝记 13 分/天，

其他记 10分/天。长本戏一般包场的形式进行演出，每场 25-30元，后来也有一部分卖票的，1角/票。 

    现在的长本戏包场，连续演出半个月以上，每场报酬 170-200 元，演出时间在 3 个小时之内；而“靠

本戏”演出时间一般在 2 个小时之内，报酬则在 200-500 元之间，而且主人还提供酒饭香烟。演员收入按

剧团利润均分，提供道具者多得一份，这一点倒是古风犹存。 

    就总的经济利益来说，随时代的发展群众业余文化生活愈加多元化，木偶剧团的经济效益跟别的民间

文艺团体一样，演员的收入并不能维持日常生活开支，剧团成员除了坚持木偶戏演出之外，另找营生贴补

家用，如王嘉定承包虾塘已达三年，陈海舟等后场人员，平时也参加越剧团等别的文艺团体演出。剧团经

济效益的不佳，直接的后果是后继乏人。 

二、小宫门木偶剧团 

1、现状 

小宫门木偶剧团现在真正是存在于历史上了，笔者四访小宫门、宫门村（现合并为宫门村），当年的剧

团人员都已去世，他们的后辈中也没有操此行当的。如《岱山县志》中提到的“精于此艺”的小宫门王阿

宝、王阿能父子等过世后，第三代的王满仓对此已经一问三不知了。笔者只能通过当地老艺人的回忆，对

这一已经消失木偶剧团尽力作一介绍。（当年小宫门的木偶剧团，是松散形式的，并没有剧团的名称，笔者

把它称为“小宫门木偶剧团”，是为了介绍行文的方便。） 

2、剧种 

    与当年舟山各地的木偶剧团一样，小宫门木偶剧团演出的是杖头木偶，当地人称“杖栲木偶”。编纂

于民国十三年的《定海县志》记载，舟山的木偶戏，古称“傀儡戏”：“傀儡戏有两种，俗皆称之曰‘小

戏文’。一种傀儡较巨者谓之‘下弄上’，皆邑中堕民为之，围幕作场，大敲锣鼓，由人上下挑拨机关，

则傀儡自舞动矣，其唱白也皆在下之人为之。一种小者其舞台如一方匣，以一人立于矮足几上演之，谓之

‘独脚戏’，亦曰‘凳头戏’，为之皆外来游民。傀儡戏大者，多民间许愿酬神演之。小者，则多在街市
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演之。演毕向观众索钱，亦有以此许愿酬神者。” 

    再近些时候，“上世纪 40年代，每逢农历七月十五，定海南大街一带商家都要集资酬神，在南城门口

搭台放焰火，在里太保庙和横山蜡烛道门口分别演出上述两种木偶戏，连续好几年都是如此。”（李世庭

《定海木偶戏》） 

    由此说明，舟山本地的杖头木偶，虽然也是从大陆传过来的，但年代已久，演出人员也是本地人了，

据王嘉定说，潘渭涟老家在小沙，其叔伯辈也是表演杖头木偶的，兼营喜丧事的吹打。而布袋木偶则是后

传入的。 

3、演出概况 

    “杖栲木偶”表演时场地四周用毛竹撑起，外面用一人多高的蓝印花布被单布团团围转，连后场伴奏

人员都圈在里面，后面留缺口作门供演员进出，观众就在围布外观看。据汤德良老人回忆，在宫门村文昌

宫演出时，舞台有四公尺见方。演出时，演员高擎木偶，一人操作一个木偶，伸出围布一尺多，作各种戏

剧人物动作，木偶用三根棍来操纵，一根“总经”（主棒，直径 2-3 公分）为头颈，两根细棒连木偶的双

手，棍棒用竹木制作，演员两手一手持“总经”，一手操作两根小棒控制木偶手的动作，如演出《武松打

虎》等戏时，还要加小棒控制木偶脚的动作，还能使木偶舞刀弄枪进行表演，演出时演员要一边操纵木偶

演戏，一边随之唱戏。 

    杖头木偶模仿京戏形式，因此宽袍大袖，也有髯口功、水袖功，还有一套文武场，但以短打戏为多；

唱腔也是京戏，且剧团因人员较多，连后场共有十人左右，所以嗓音比较丰富，能体现各种不同的戏剧人

物，演出效果比布袋木偶更加生动传神。 

4、演出季节 

    在每年的渔汛季节，剧团出去演出几个月，一般是本岛东沙镇和洋山、黄龙、鱼山、大衢等渔船聚集

的“下山”（小岛）演出，就是抗日战争时期也在演出，但近边的地方为主，如到东沙演出，要通过商会

协商，翻译沟通，但路条证明介绍信之类的东西也用不着，到嵊山、黄龙等地也是一样。旧时小岛偏僻，

群众业余文化生活相当枯燥，木偶戏成为小岛居民主要的文化娱乐节目。比如现在还在传说的，当年鱼山

岛人到岱山本岛后慨叹说：“岱山的戏文派来是人做（演）的（而不是木偶）。” 

    本地演出时间一般在春季插秧后和夏季割稻后的农闲季节，文昌宫庙会二月初三也演，还有正月时节

也有人请去演出，场次根据“兜拢”（赞助）的钱数而定，一般 1-3天，而且在宫门演出一般是义务的。 

    民国《定海县志》记载杖头木偶“多民间许愿酬神演之”，张杏贞等老人的回忆印证了这一说法，她

说剧团到这些地方演的多是“愿戏”和“太平戏”，张记得剧团每次演出回来都要带一些乌贼鲞过来；在

本地演出的情况也是。 

    老人们回忆，小宫门木偶剧团演出的剧目有：《包公案》、《三国演义》、《杨家将》等。这些剧目大跃进

时尚在演出，后来宣传戏跟上，就被排挤掉了；再后来文革开始，从此中断失传。 

5、演出人员 

    小宫门木偶剧团演出人员一般十人左右，“行头主”为王阿能，前场演出的月 5,6 人，后场伴奏的 4,5

人，技艺精湛，使用的乐器有：萧、笛、锣、鼓、胡琴、唢呐、鼓板等。（“行头主”：在一个剧团中，拥

有道具的被称为“行头主”，收入按人头均分，“行头主”多得一份。本来王家祖传的木偶道具在村里是

最多的，后来村里的金家原先也做木偶戏，因后继无人，将道具并给王家；张阿寿原先也有一部分道具，

但数量太少，因此也并给王家了。） 

    张杏贞在回忆中几次提到年轻时观看他们演出的情景，印象最深的是旁边弥陀寺菩萨落坐，整整演了

一天一夜，一个劲赞叹他们演得“活灵活现”，说这些人如果活着的话，现在都是百岁左右的老人了。在

此谨记下她历数的几个艺人姓名，作为对他们的纪念，前场有：张宝寿、张宝鹤（兄弟）、张阿伦、邱阿仁、

王阿宝、王阿能（父子）、王福堂等，后场有：孙祥云、裴阿寿、邱厚福等。岱山木偶剧团的陈海舟曾跟邱

厚福师傅学过鼓板，对他的技艺也是赞不绝口。 

    在调查中还发现，在民国《定海县志》所说的杖头木偶“皆邑中堕民为之”是确切的，小宫门村就是
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旧时的“堕民”集居地，从事打铁、剃头、换破烂、塑土牛土偶、抬轿、屠宰、梳头、绞面、唱戏及婚丧

祭祀乐手、值堂喜娘等“贱业”，为一般百姓所鄙视，不与之通婚，这种情况现在宫门村的老人说起来还

是宛在眼前，解放后渐改善消失。数百年来，“堕民”们尽管受尽歧视，但他们在保留民间文艺方面作出

了巨大的贡献。 

三、在东沙演出情况 

    这里介绍的是二十世纪上半叶木偶戏在东沙古镇的演出情况。东沙古镇位于岱山本岛东北端，濒临岱

衢洋，盛产大黄鱼，是舟山历史上著名的渔港，被誉称“大黄鱼之乡”。每逢渔汛季节，上千条渔船、近

十万渔民会聚岱衢洋，港口桅樯林立，沿街店铺密布。清刘梦兰有诗赞曰：“无数渔船一港收，渔灯点点

漾中流，九天星斗三更落，照遍珊瑚海中洲。”民国二十二年（1933）《申报》有：“东沙角一隅，居民三

四千，大小店铺四百余号，其商业密度实为罕见”的记载。 

    同时，渔汛季节也是各地艺人汇聚演出的好时节，“横街鱼市”旁的宏祥弄（现在的交通路），因靠近

闹市，街面较宽阔，就成了各地艺人卖艺的好去处，沿街设有很多的卖艺摊位，有唱小热昏卖梨膏糖的、

表演杂耍的、摆象棋残局的、还有卖大力丸的等等。位于这条街的刘家大道地，因地近闹市、道地开阔、

主人仗义等因素，而成为各种戏班理想的表演场所，当然也少不了木偶剧团。至今当地和附近的老人们还

脱口说出：“刘家大道地，会做笃笃戏”的顺口溜。 

    据刘家后人刘敬翊回忆，刘家大院有二百年左右的历史，前后共有三进，现存为第二进。刘家大道地，

长方形，长约 28 米、宽约 14 米，演出时最多能容纳二、三百个看戏的人。演出的木偶剧团中，表演杖头

木偶和布袋木偶都有，每年三、四月份其开始演出了，有时是商会出钱免费看戏，有时买票进场，有时并

不买票，而是戏做到一半时再收钱，演出时间长短是看生意好坏而定，一般要演出二十天以上。刘敬翊印

象最深的、在刘家大道地做木偶戏的剧目也是《薛丁山和樊梨花》，一直到文革前还演出。 

    刘家大道地演出的场租收入，由刘家三房轮流拿，每年一轮，谁轮到收取这个收入的，负责当年家中

的事务性开支，如祭祀、过年等费用。 

四、未完的话题 

    综观岱山木偶戏现在和过去的情况，可以清楚地看到，文革是岱山木偶戏的分水岭，文革之前，是有

着一百多年历史的杖头木偶唱主角；文革之后，岱山的杖头木偶失传，传统中断，代之以布袋木偶。从杖

头木偶的失传过程中，总感到一些人的因素太过强烈，现在这些人为的因素不存在了，但仍然面临着观众

群流失、经费不足、后继乏人的尴尬局面。 

    王嘉定说，要把一个木偶戏演员培养起来是很不容易的，他自述那时年轻，一门心思扑在木偶戏上，

整天琢磨怎样把戏演好、把人物演活，照他的话说：“就是吃饭、走路的时候都在想着木偶戏”。大量阅

读传统历史话本小说，从中吸取营养，光笔记本就摘录了一百多本；从各种戏剧人物的自称、语气等不同

加以研究区别；熟记戏中的诗词、人物出场的口白；当发现场中观众倦怠的时候，为调节观众的情绪，用

本地话插入滑稽的说辞，或插入一场武打戏，将观众的精神提起来；比如开场的时候要吸引观众，就要热

闹一点，中场时可以稍稍缓一些，让自己歇歇力，到结尾处又要“加急”了，而且总把握在高潮处结束，

以便拉住观众，吸引他们下一场再来；根据不同的观众调节内容、唱词，有的喜欢热闹、有的喜欢滑稽、

有的则专门来听“肉子”（内容）的，有的要文雅、有的则要口语化的。现在，他仍在思考怎样把观众吸引

住，想对传统木偶戏道具进行改良，比如增加一些灯光、烟雾等设备，更能增加舞台演出效果，但问题还

是经费。为此，他们找过文化部门，还正在努力当中。但经费问题还不是王嘉定最大的忧虑，他担忧的是

木偶戏后继乏人，整个剧团除了他年轻些，后场人员都六十出头了，他说：“年纪轻辰光花了介大精力学

习、研究木偶戏，要是真拨伊烂嘞棺材里去，总勿甘心。” 

    岱山木偶剧团所面临的问题是带有普遍性质的，不仅仅是传统木偶戏，现代化的进程对传统民间艺术

的冲击是双重的，一方面是带来了新的机遇，另一方面则更多的面临着淘汰、失传的危险。从整个传统民

间艺术的层面而言，这是一个关系到在现代化进程中如何保护文化遗产的问题，这个问题的解决并非是一

朝一夕之事，而是一个需要各方面长期关注和努力的过程。 
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2004年 9月 10日晨于东沙古镇 

註：下線は筆者加筆、その内容については慎重に検討する必要がある。 

 

２ 付録〈二〉：1961年「杖頭木偶座談会」の記録原稿（A4、3枚） 

 

   

（原文） 

舟山县文化馆 

杖头木偶座谈会 

岱山  王阿能：岱山小宫门  52岁（与张松岳后场，无其他职业） 

      金善卿：岱山高亭  59岁（曾生疯病）自设理发摊 

      张全庆：岱山小宫门  52岁（身健）无职业靠子维生活 

      王福棠：岱山小宫门  49岁（身健）过去专职搞木偶，靠子维生活 

      邱阿任：岱山小宫门  52岁（一般）现在流动理发 

      邱厚福：岱山小宫门  55岁（有点胃病）在家□事 

      邱仁友：岱山枫树  75岁（身还健） 

      邱有生：岱山枫树  55岁（身还健）做临时工 

城关  顾全林：57岁     

      潘如明：51岁    

      顾乃松：63岁（身有病） 

      顾文卿：45岁 现在城关南门理发店 

（弟）顾云富：（马岙）（自己开理发店） 45岁 

（兄）顾友富：（马岙）（在大队里理发） 37岁 

      高生祥：（白泉十字街）曾在公社文工团  62岁 

      顾兴维：北蝉理发  49岁 

      顾协林：（□□□□□）在家□事  74岁 

东升木偶剧团 
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    解放前，专在正月做灯头戏，平时做庙戏，结婚人家做喜事戏。岱山木偶年底到正月底一段时期到秀

山做大船愿戏，到正月十七日到朱家尖做庙会戏，二天一庙，一天二天调一庙，洋生渔汛到秋汛，在鼠浪、

洋山、嵊山、黄龙、泗礁、巨山、黄泽、小巨等小岛，最小岛到过北鼎星，岛上有七十几户人家，最多做

过十天戏，饭吃群众，另外一团有八-九斗一天工资，船钱是自己，花鸟、绿华特别客气派船来接。 

    最多时，城内有四-五个舞台，岱山宫门和枫树有八付舞台，过去木偶戏也分地区，一个舞台在那个范

围内，不许别台，特别是不许小木偶来做戏。 

    到日军进舟山后，木偶戏逐渐减少，解放后，城内艺人没有做过戏。岱山艺人在抗日时期，还有到各

岛演出，解放后一直没有做过戏。到 1954年岱山文化馆叫艺人重新整顿，名称“东海木偶戏剧团”，由邱

厚福任团长，共九人。做了三个月，火神庙、普陀、沈家门都演出过，后来因邱阿任要退团，因他艺术好，

他退团后，金善庆（卿）又生病，木偶戏剧团就停止了。行头是邱仁友与王阿能併弄（并拢），工资每人

一样，九人平分，行头白用，政府支持剧团，补助费九十元。 

    大展群众最要看杖头木偶戏。过去工农渔民爱看小木偶，因为小木偶是长本戏，唱句通俗；杖头木偶

是唱京戏，三五七、乱弹调腔，过去小木头高调、付调、时调；杖头戏是短剧多，最长的戏只有日夜场二

本；小木偶行动方便，大木偶艺人多、行头多、开支多。大木偶失败的原因是质量不会提高，艺人单纯经

济观点。大木偶特点：头大能雕出面部表情，头大能更多人看。 

    现在要做大木偶的困难：行头不良，缺少围布，服装太不良，缺少蒙天布。 

    过去大木偶节目最多选的：“四大金刚战大鹏”“追曹”“夜战高思□”“龙虎斗”“双龙会”“打

皇府”。 

宁波市张山（姜山）公社（即ち鄞县）行头还在，剧团已解散，团长何隆朝。解散原因是艺术水平低。

（宁波市文化局领导） 

潘惠利（渭涟）意见：做可以做，先要看行头，老艺人要不要做，正月里可以先做一次，行头少几样□来，

行头舞台向张家去贷。 

註：下線は筆者加筆。 

 

３ 付録〈三〉：舟山布袋木偶戯戯班アンケート調査表（11枚） 
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