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摘要
日本傳統藝能歌舞伎中，有一種名叫「地芝居」的
演出形式。地芝居與職業演員的演出不同，它是由當地
居民所參與的演出。琦玉縣秩父郡小鹿野町的小鹿野歌
舞伎，被視為「全體居民的地芝居」，是種地域性很強
的藝能活動。例如小鹿野町鐵炮祭的主要內容有：三番
叟（祈神舞蹈）
、山車遊行（祭祀彩車）
、御立神事（在
槍砲聲中驅趕神馬的儀式），以及小鹿野歌舞伎的演
出。本文以小鹿野歌舞伎作為一種文化如何影響村落生
活進行研究，得到以下結論：一、小鹿野歌舞伎是由身
體的動作以及服飾的色彩等多種精緻的技術構成，但在
分配腳色時，卻很重視町內的人際關係，觀眾會以肢體
不協調或是即興的演出為樂趣，這可當作怪誕寫實主義
的一個重要事例來看；二、小鹿野町雖然仍保有狩獵的
風俗，但由於鐵炮祭的主題為祈禱狩獵的豐收，所以在
歌舞伎的公演前禁止吃肉。另外，在歌舞伎的練習結束
後會聚餐喝粥，這是此地曾經有徹夜聚餐的風俗遺留。
地芝居的聚餐過程中，小鹿野的居民會互相交流有關藝
能、職業及飲食文化等民俗風；三、小鹿野歌舞伎的各
個戲劇演出會被視為兒童或是新進演員的通過門檻。此
外，戲劇的選擇也與居民身邊所發生的事有關。小鹿野
的居民們積極參與地芝居，在小鹿野這個地方，地芝居
被定位成重要的人生禮儀。
關鍵詞：地芝居、小鹿野歌舞伎、村落文化
聯絡人：松田俊介，E-mail : mazda670@gmail.com
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日本地芝居における文化観：
埼玉県秩父郡小鹿野町の小鹿野歌舞伎にみる芸
能・生業・食
松田俊介 早稲田大学
要約
日本の伝統芸能・歌舞伎は、職業役者による形式とは別に、
地芝居という住民によって演じられる形式がある。とくに埼玉県
秩父郡小鹿野町の鉄砲祭りでは、三番叟（清めの舞）・山車の曳
き廻し・お立ち神事（鉄砲を打ち鳴らしつつ、御神馬を疾走させ
る神事）、小鹿野歌舞伎奉納などが行われるが、とくに小鹿野歌
舞伎は「住民全参加の地芝居」とされ、地域性の強い芸能として
本祭で行われる。
本研究では、小鹿野歌舞伎が身体文化として、いかに村落に
影響してきたかを検討し、以下のようにまとめた。
一、小鹿野歌舞伎には、身体作法や身体彩色など、精緻な技
法が設けられている。その反面、配役には町内の人間関係などが
盛り込まれる。結果、観客はミスマッチや偶発性を楽しんでおり、
グロテスク・リアリズムの重要な一事例として解釈できる。
二、小鹿野町では、現在も狩猟が行われるが、本祭は豊猟祈
願の奉納のため、公演前は肉食が禁忌とされる。また、稽古後に
はおかゆの共食が行われるが、これはこの地で夜通しの共食が盛
んに行われていた名残りでもある。地芝居をめぐる共食過程で芸
能・生業・食に関する民俗情報が共有されるのである。
三、それぞれの演目は、児童や新入りの通過儀礼としても設
定されている。また、演目選択には、住民の身近な事情が色濃く
盛り込まれる。住民は、地芝居を積極的に受け入れ、コミュニテ
ィにとって重要な人生儀礼と位置づけている。
キーワード：地芝居、小鹿野歌舞伎、村落文化
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一、はじめに・本研究の目的
日本における歌舞伎の文化は、1603 年、出雲阿国が創始し、
江戸時代に発展して以来、現代日本の代表的芸能文化とされてお
り、いまや伝統的職人芸ないし重要文化財、また都市芸能として
の側面が色濃く敷衍している。しかし、一部の村落社会において
は、
「地芝居」とよばれる“素人が演じて神社に奉納する歌舞伎芝
居”もまた、現在にいたるまで継承され、各地で独特のありよう
で存続している。

写真 1 埼玉県秩父郡小鹿野町で演じられる小鹿野歌舞伎（「太功記
十段目」
）

そもそも、地芝居とは、「農村を中心にその土地の人々の演
ずる芝居」という理解があり、職業役者による都市の歌舞伎とは
異なる民衆文化が、日本各地で形成されてきた。最古の記録は、
岐阜県益田郡萩原町上呂の久津八幡宮における 1706 年の祭礼日
記であり、以来、江戸時代の農民支配における全面的な禁圧にあ
っても途絶えることなく盛行し続けてきた。幕府による弾圧にあ
ったことから、村落では、虫送り・雨乞い・疫病除け・祖先供養
と結びつけられ、祈願・奉納の名目で行われることが多い。その
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ため、地芝居は、各地の社会的・環境的情報が盛り込まれ、地域
性・土着性色濃い慣行として醸成されてきたといえる。大正時代、
官憲の取り締まりが厳しくなって沈滞しはじめ、また戦争のため
の中断や、高度経済成長期（1960-1970 年代）での衰退により、
多くの地芝居が閉じられていった。しかし、1970 年代なかばごろ
より、地域主義が謳われた「地方の時代」への傾斜を契機として
日本各地で復興の機運が高まり、地域的な保存会が結成されるな
ど、根強い人気によって存続される地域もある1。町おこしや村お
こし、小中学校でのふるさと教育が全国に広がり、1990（平成２）
年には全国地芝居サミットが開始され、1999（平成９）年には全
国地芝居連絡協議会が設立された。現在、全国各地に地芝居保存
団体は、約 200 団体存在する。
以上のように、固有の民俗情報が多分に集積しつつ醸成され
てきた文化が衰退をみて、ここでまた「地域の主体性」によって、
再確立されてきているというのが現在の地芝居の特色であるが、
その演じ手たる民衆の身体性にはいかなる影響があったか。身体
に刻まれた技法が「記憶の情報基地」として機能する2のであるな
らば、どんな民俗的事実が見いだせるか。
本研究の対象・小鹿野歌舞伎（写真 1）は、
「住民全員参加の
地芝居」とされ、現地の民俗性の保持という意味でも、住民の自
発性という意味でも、地域性がとくに色濃い。本研究においては、
地芝居の民俗を、地域独自性をもった身体文化の継承手段として
考え、「いかに住民の文化観（芸能・生業・食）に影響してきた
か」「いかに住民に受容され、独自の表象をされているか」をあ
きらかにすることを目的とする。

1

2

原一平，
〈地芝居の風景（特集：歌舞伎―かぶきの春）〉，
《國文學》，52.1（東
京，2007.01）：149-152。
寒川恒雄編，《教養としてのスポーツ人類学》，（東京：大修館書店，2004），
102-105。
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二、先行研究検討
本論考の研究視角は、地芝居の民俗における文化観（芸能・
生業・食）を焦点化するものであるが、地芝居そのものに対する
先行研究はその民俗的重要性と比して僅少といえる。地芝居が演
じられる場である「舞台」について焦点化されがちであるという
見解もあるが3、「農村舞台」という語をはじめて本格的に対象化
した、松崎茂の研究4や、舞台の全国分布状況と通論的考察をした
角田一郎らの集成的研究5には、地芝居の事例が比較的厚く記述さ
れている。また、民俗誌としては景山正隆の記述6や、芸能史とし
ての聞き書き史料としての側面が色濃い守屋毅の研究7、角田一郎
らの民俗学論集8などがあり、また、舞台への類型・機構・歴史的
検討がされたものとして竹内芳太郎の研究9がある。いずれにも長
年に渡る地芝居の実行を通して培われた、農村舞台（もしくは芝
居小屋を含む）に対する住民の共同体制・工夫・苦心・思い入れ・
消長が描かれており、舞台のトポスが地芝居の民俗にとって重要
なものとして扱われてきたことがうかがえる。これは、今回対象
とした地においても、「舞台」の設置にかけて、相応の労力負担
と情熱があったものと見受けられ、地芝居が営まれる場について
は、身体文化の基盤として念頭に置かなければならない。

3

4

5

6

7
8
9

北河直子，
〈地芝居としての子供歌舞伎〉
，
《常民文化》，31（東京，2008.03）：
93-108。
松崎茂，
《日本農村舞台の研究》
（前橋：松崎茂工学博士論文刊行会，1967）
，
10-11。
角田一郎編，
《農村舞台の総合的研究―歌舞伎・人形芝居を中心に―》
（東京：
桜楓社，1971）
，1-22。
景山正隆，
《愛すべき小屋―村芝居と舞台の民俗誌―》
（東京：冬樹社，1990），
6-14。
守屋毅，《村芝居―近世文化の裾野から―》
（東京：平凡社，1988）
，7-11。
角田一郎編，《農村舞台探訪》（大阪：和泉書院，1994），1-20。
竹内芳太郎，
《野の舞台》
（東京：ドメス出版，1981），1-4。
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また、地芝居自体への民俗的記述がされた郡司正勝の研究10
などには、全国の事例についての歴史性・宗教性・伝承性がある
程度網羅的に検討されている。とくに服部（2007）は、下記のよ
うに述べている。
「全国のおよそ二〇〇ヶ所を超える地域の農山漁村で行わ
れている「地芝居」は、しだいに宗教性を失い、同時にかつて共
同体の紐帯として担っていた意義も希薄になった」11
これは、昨今の地芝居研究における、ある程度共通した見解
であるが、では、いまなお住民間で活発に営まれる地域において
は、いかなる意義の特殊性ないし変質があったか、分析する必要
があるだろう。過剰なグローバル化や地方不況の影響に地域が疲
弊にあえぐ昨今、「地域の民俗・独自性の再考」が日本人文科学
の重要な主題となっているだけに、とくに地方文化としては類ま
れな国内外への発信力と、住民全体の活気を保持し続ける小鹿野
町の地芝居の事例は、ますます重要性を増しているものと考えら
れる。

三、対象
（一）地域概況：小鹿野町
調査対象地とした小鹿野町は、埼玉県最西部に位置する秩父
郡に属し、秩父盆地の中央に位置する、四方を山岳に囲まれた山
間の地である。2005（平成 17）年 10 月１日、旧小鹿野町と旧両
神村が合併し、現在の町域となった。現在の総面積は 171.45 平方
km で、大部分が山林であり、平地として残されているのは総面
積の 15％のみである。1955（昭和 30）年から 2005（平成 17）年
までの統計資料においては、世帯数が増加している一方で人口の
断続的な減少がみられ、農山村過疎化と核家族化の進行が窺える。
10
11

郡司正勝，
《地芝居と民俗》（東京：岩崎美術社，1971），271-273。
服部幸雄，
《歌舞伎の原郷―芝居小屋と都市の芝居小屋》
（東京：吉川弘文館，
2007），389。
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なお、調査年に近い 2010 年時点における国勢調査では総人口は
13,436 人、世帯数 4,503 戸であった。
町史を紐解くと、旧小鹿野町周域の人口は、戦後の復員や帰
郷者などで増加した 1950（昭和 25）年をピークに、以降は漸減
した、とある。その後、町の施策による日本計器、秩父富士、万
世工業 KK などの工場誘致によって 1970（昭和 45）年以降、人
口はふたたび増加に転じた12。実際、現地調査においても、工場
労働者が当地に赴任し、企業撤退後もそのまま町に居着く、とい
うケースがたびたび聞き受けられた。しかし、町内経済の活性化
も長くは続かず、その後は調査年現在まで漸減傾向にある。
小鹿野町の就業形態の特徴としては、第二次産業従事者の割
合が高いことである。2005（平成 18）年における小鹿野町の統計
情報によると、全就労者数 5,283 人のうち、約 56％にあたる 2,958
人が建設業及び製造業に従事している。製造業従事者 2,378 人の
うち 2,143 人が工場労働者であり、前述した誘致企業の工場が重
要な産業基盤となっていることがわかる。実際、小鹿野町では過
疎化対策や産業振興、雇用促進のため、工場誘致や後継者の育成
を進めており、そのため精密機械や電気部品の中小組み立て工場
が多い。農業はシイタケ、コンニャク、キュウリ、イチゴ、里芋
などの栽培が盛んである。かつて、農家の重要な家庭内産業であ
った養蚕は現在では衰退した。秩父地方では江戸から昭和期にか
けて、養蚕・製糸・機織りが人々の生活を支える産業として大き
な地位を占めていたのだが、戦後になって和服から洋服へと生活
文化が変容するなかで、旧来の地場産業は変貌を余儀なくされて
いった。狩猟（シカやイノシシなど）もかつては盛んに行われて
いたが、経済や法改正などの現代的事情により、徐々に廃れてい
ったという。しかし、養蚕や狩猟に関わる食や民俗儀礼などはわ
ずかに残存しており、当地において「ただの生活基盤を超えた生

12

小鹿野町誌編集委員会，《小鹿野町誌》
（東京：小鹿野町，1976），282-284。
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業行為」であったことを示す。小鹿野歌舞伎が披露される鉄砲祭
りなどはその典型といえるだろう。
調査対象の飯田八幡神社は、小鹿野町の町の中央付近の大字、
飯田地区・上飯田コーチに所在する13。1816（文化 13）年に記さ
れた《八幡宮由来並官職覚》によれば、「大同年中播磨国与り御
鎮座有之……村内百姓万之助地休石有之此所与リ当社江御鎮座
毎年十一月十五日川瀬江鎮座之神事有」とあり、平城天皇時代の
808（大同３）年戌子 11 月 15 日に成立したとされる。社格制の
時代には飯田の村社であった。
また、小鹿野町は 400 年前からの宿場町であり、生糸の集散
地でもあった。当時、秩父周域の小鹿野町のような「絹の町」は、
競うように豪華な屋台をつくっていたという記録がある。この名
残りが、鉄砲祭りにおける華美な屋台（および山車・笠鉾）であ
り、小鹿野歌舞伎が屋台歌舞伎として演じられ続けていることに
表れているといえる。
（二）小鹿野歌舞伎
小鹿野町における歌舞伎の最古の記録としては、1747 年には
屋台芝居が行われていたという記録がある。現在の小鹿野歌舞伎
の技法を伝えた泰斗としては、文化文政期（1804～30 年）に秩父
地方で活動した、初代坂東彦五郎（生年不明、1834 年没）の名が
いまをもって現地に伝えられている。坂東彦五郎は下吉田村
（現・秩父市。吉田は龍勢祭りで知られる）井上出身で、江戸歌
舞伎の坂東三津五郎のもとで修行を積み、帰郷して若い衆に芝居
を教え、村芝居が始まったという。この村芝居の文化は、弟子た
13

大字飯田地区は、久月、田ノ頭、三山下郷（赤谷・犬木・小金沢）
、上郷（上
飯田）
、中郷（岩殿沢・栗尾）
、下郷（松坂・和田）、黒海土の、コーチとよ
ばれる居住区分によって成立する。コーチとは、関東から中部地方に分布す
る村落の内部区分を意味し、地域によって、坪・庭場・門などと呼ばれるも
のと同様に、宅地またはその一部を意味する。また、小鹿野町は、上飯田以
外に奈倉・津谷木・十六・小鹿野と 5 ヶ所の地芝居本拠地となるコーチがあ
る。
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ちによってまたたく間に秩父中に広まり、現在のように各地で民
衆の手による歌舞伎が行われることとなった。
江戸の禁圧期には一時休止となるが、その後、大きく 2 流派
に分派し、明治初年には、野上・皆野方面に「和泉座」が、小鹿
野方面に「大和座」14が確立した。その後は、戦時期や高度経済
成長による衰退期には一時的な休止もされるが、1947（昭和 22）
年に和泉座を中心とした「秩父歌舞伎清和会」が、1973（昭和 48）
年に大和座を中心とした「小鹿野歌舞伎保存会」が発足し、さら
なる発展が図られることとなった。そして、両会は現在まで切磋
琢磨し合い、現在に至る。そして、1969（昭和 44）年には、「秩
父歌舞伎正和会」が秩父市指定無形民俗文化財に、1975（昭和 50）
年には、
「小鹿野の歌舞伎芝居」が埼玉県指定無形民俗文化財に、
それぞれ指定を受け、県下における評価をたしかなものとした。
現在、小鹿野歌舞伎にあたる団体は、22 団体存在するとされ
る。中心的なものは、小鹿野歌舞伎保存会と、各コーチの五部会
（上飯田・奈倉・津谷木・十六・小鹿野）、名倉女歌舞伎15、子供
歌舞伎16（小中と高校の研究会。小学校では総合学習で学ぶ）な
どである。これらは全国公演活動を年 20 回ほど行い、地域間の
文化交流活動も活発である。とくに歌舞伎に対する外国人の興味
14

15

16

大和座以前に、音羽屋・勇佐座・天王座と引き継がれている。また、昭和初
期にごく一時的に大和座と和泉座が合同して「高砂座」をなし、また「新大
和座」として上演していた経緯がある。
通常、歌舞伎は男のみで演じられるが、
「鎮守の神様が女神で、女だけの歌
舞伎をやると喜ぶだろう」という発想で、1983（昭和 58）年より女ばかり
による地芝居が演じられ、好評を博している。その年以降、女歌舞伎は奈倉
の妙見様の秋祭りには欠かせないものとなった。演じるのはほとんどが当地
の主婦たちである。
小鹿野町の子供歌舞伎の創始は、初代坂東彦五郎が西秩父の少年を集め、
「勇
佐座」を組織したときが始まりといわれている。1987（昭和 62）年には小
鹿野歌舞伎保存会の役者たちが指導を行い、子供歌舞伎を復活させた。現在、
中学校 2 年生までの子どもたちによって演じられ、札幌市、小松市、出雲市、
神奈川県など多くの全国規模のフェスティバルにも参加している。
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関心は著しく、埼玉大学の留学生や横田基地のミドル・スクール
に向けた「日本文化」の授業での歌舞伎体験講座は、非常に好評
を博しているという。
小鹿野歌舞伎の演じ手は、調査年現在で 5 歳から 90 歳まで
の 220 名が深く関わり、裏方・化粧つけ・太夫まで当地の人々自
身で行なっている。「町中が役者」などのフレーズは名高く、全
国でも著名である。

四、地芝居の実際
（一）鉄砲祭りにおける小鹿野歌舞伎
本研究における小鹿野歌舞伎の実際に対する記述は、2010 年
12 月と、その後の追跡調査に基づくものである。小鹿野町では、
奉納歌舞伎を年 7 回執り行うが17、2010 年 12 月 11 日・12 日にか
けての「小鹿野鉄砲祭り」においては、小鹿野歌舞伎の年間を通
しての主要公演が開催された（例年 12 月第 2 日曜日とその前日）。
鉄砲祭りの祭礼全体では、小鹿野歌舞伎の地芝居が行われるのと
並行して、「奉納神楽」や、参道両側から鉄砲が打ち鳴らされる
なかで御神馬を神社に向かって走らせる「お立ち神事」、神体神
輿を川瀬に渡御する「川瀬神事」などパフォーマンス性の高い儀
礼が行われる。

17

毎年恒例の 7 回の町内公演機会としては、以下のようにまとめられる。
・3 月第 2 土曜日 十六様祭り 十六歌舞伎〈日本武神社例大祭〉
・4 月第 3 土曜日とその前日 小鹿野春祭り 小鹿野屋台歌舞伎〈小鹿神社
例大祭〉
・5 月 3 日 津谷木のお天狗様 津谷木歌舞伎〈木魂神社例大祭〉
・10 月第 1 土曜日 奈倉妙見宮秋祭り 奈倉女歌舞伎〈奈倉妙見宮例大祭〉
・10 月第 2 土曜日 小森のお諏訪様 両神・小森歌舞伎〈小森諏訪神社例
大祭〉
・11 月第 3 日曜日とその前日 小鹿野町郷土芸能祭〈歌舞伎・郷土芸能祭〉
・12 月第 2 日曜日とその前日 鉄砲祭り 上飯田歌舞伎〈飯田八幡神社例
大祭〉
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毎年ここで地芝居を執り行う上飯田部会は、小鹿野歌舞伎保
存会五部会の１つで、会員数は 38 名である。このうち、保存会
所属者は会長含む 6 名、小鹿野歌舞伎保存会からは裏方・着付け・
太夫・化粧・太鼓・鐘・三味線といった役割に当てられるため、
約 10 名が参加するという。また、役目としては、祭り全般を取
り仕切る 8 名の「行事」役が、毎年紙縒りのくじ引きによって決
められる。この役目には、死穢（ブク。身内が死去したときの忌
み）がある者は参加できず、奉納歌舞伎としての特徴が表れてい
る18。以下、現地観察調査とインタビューに基づいた小鹿野歌舞
伎の実際について述べておく。
（二）当日までの準備
9 月 15 日19に役者と行事による会議を実施し、歌舞伎の演目
と役者を決定する。演目は、小鹿野歌舞伎で設定されている「外
題十八番」のなかから選ばれる20。なお、八幡神社は本来、平家
落人の血筋をもつ播磨姓を氏神としており、源氏の活躍する「義
経千本桜」や「熊谷陣屋」などの上演はタブーとされている。か
つて、例外的に「義経千本桜」を上演したとき、芝居の途中で激
しい嵐となってしまい、それ以来は試したことがないという（上
飯田地区を出て、他所の祭りや公演などで演じる場合は、源氏の
18

19

20

遠縁の人が亡くなった場合、あるいは身内に不幸があってから時期が経過し
ている場合は、神社に祓いしてもらってからくじ引きに参加するという。
日付固定。かつては 11 月 11 日に実施していたというインフォーマントもい
た。
小鹿野の外題十八番は、以下の通りである。
「青砥稿花紅彩画二段目白浪五
人男稲瀬川勢揃之場」、
「一谷嫩軍記熊谷陣屋之場」、
「絵本太功記十段目尼ヶ
崎閑居之場」、
「奥州安達原二段目文治住家之場」、
「奥州安達原三段目袖萩祭
文之場」、「寿曽我対面工藤館之場」、「菅原伝授手習鑑吉田社頭車引之場」、
「菅原伝授手習鑑寺子屋之場」、
「義経千本桜釣瓶鮨屋之場」、
「義経千本桜伏
見稲荷鳥居前之場」、
「鎌倉三代記三浦別れ之場」、
「御所桜堀川夜討弁慶上使
之場」、
「仮名手本忠臣蔵一力茶屋之場」、
「妹背山婦女庭訓春日山御殿之場」、
「源平布引の滝実盛物語」、
「神霊矢口の渡頓平住家之場」、
「伽羅先代萩御殿
之場」、
「本朝廿四孝十種香之場」。
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演目も普通に上演される）。
祭り期日の 1 ヶ月前からは、八幡神社境内の集会所での集中
稽古が行われる（平日は 19 時開始、日曜昼も実施）。同時期の秩
父地方はとくに寒くなるため、稽古後は、参加者によって飲酒を
含めた共食がされる。しかし、後述するが、12 月に入ってからは、
「氏子は 4 つ足をもつ動物の肉は食べてはならない」という“四
足獣禁食の禁忌”が実施され、このタブーが祭り直前期の共食に
よっても共同体内で確かめられることになる。
稽古納めの日は、抑え目の練習を１幕だけ演じる。複数のイ
ンフォーマントが強調していたが、その最後の練習後は、“おか
ゆの直会（共食儀礼）”が行われるという。身体が疲れているた
めの食の養生として行うというのが、由来のひとつである。おか
ゆは、福神漬・おしんこ・ネギ味噌・かつおぶしがかけられたも
ので、これを共食して稽古を納めた後、２日間身体を休めるとい
う。
祭礼期日一日目（12 月 11 日）には、まず、歌舞伎屋台（山
車）の設営が行われる。鉄砲祭りで奉納される小鹿野歌舞伎の大
きな特徴は、山車の屋台で芸座・花道を張り出して上演すること
である（写真 2）、（図 1）。屋台が曳かれる祭りは全国に 1,200 件
あるなか、屋台上で歌舞伎を演じるものはわずか 20 ヵ所で、そ
のほとんどが子どもたちのみで演じられるものであり、大人が踊
るのは秩父地区だけとされる21。山車は普段は解され、太夫小屋
（上座、道寄り）と鳴り物小屋（下座）とともに当会所に納めら
れており、期日一日目の午前中に搬出され、組み立てられる。朝
9 時、住民 20 名前後が集まって、山車の設営を始め、10 時 55 分
ごろ山車が完成した。屋台は古いものであるが、さまざまな意匠
が施され、当日は紙の花などの華美な飾り付けがされ、祭りをあ
ざやかに演出する。多少複雑な機構の組み立て式だが、長年幾度

21

山口清文，《日本地芝居写真紀行》（東京：河出書房新社，2006），149。
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も組み立てられてきただけに、古参が陣頭指揮にあたり、住民が
協調して作業にあたっていた。他の地域の地芝居がそうであった
ように、小鹿野町における歌舞伎舞台への思い入れもひときわ強
く感じられる。

写真 2 小鹿野町上飯田地区鉄砲祭りで奉納され、“屋台歌
舞伎”として演じられる小鹿野歌舞伎

図1

小鹿野歌舞伎・屋台の構造
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（三）祭り期日における地芝居・次第
当日の行事次第は【表１】の通りである。以下、鉄砲祭り自
体は紙幅の都合上割愛しつつ、小鹿野歌舞伎の次第について述べ
ていく。
表１

鉄砲祭りにおける小鹿野歌舞伎の行事次第

日時
12 月 11 日 14:00
15:00
16:30
19:30
12 月 12 日

12:30
14:00
16:00
17:00
20:00
21:00

行事内容
若連衆宮参り
笠鉾・屋台曳き廻し
◎三番叟
◎歌舞伎「太功記 十段目」
◎歌舞伎「曽我対面」
◎「菅原伝授手習鑑」
神楽上演
お立ち神事
川瀬神事
◎歌舞伎「太功記 十段目」
煙花奉納

1.「三番叟」──芸事前の清めの舞
鉄砲祭り初日においては、町中への山車の曳き廻しが行わ
れるが、その締めとして、山車の屋台で「三番叟」が演じられ
る。鉄砲祭りにおける三番叟は、幕開きの祝儀として舞うもの
である。祭りの安全を祈り、舞台をお米、塩、お神酒で清める。
祭りの安全を祈って、「おおさいや おおさいや 喜びありや
喜びあり この喜びを他へはやらじと思う」と唱え、舞台の四
方を固めて舞う。演者の話によれば、演者の家系・猪野家は江
戸時代から代々三番叟を担当しており、自分は 6 代目か 7 代目
で、今年は 25 年目の上演という。三番叟は 16 時 50 分ごろに
終了した（実際の三番叟上演は 10 分ほど）。演者はそのまま山
車に座り込み、神社まで移動した。
2.歌舞伎「太功記十段目」──反逆者の悲哀譚
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初日の 19 時 30 分、上飯田若連による「絵本太功記十段目
尼ヶ崎閑居之場（以下、「太功記十段目」）」が上演された（21
時 10 分まで）。部会長によれば、女性は 2 日目昼間の歌舞伎の
折に、各家や社務所などで来客の接待をしなければならず、満
足に歌舞伎を見ることができないため、1 日目の宵闇の歌舞伎
を上演し、楽しんでもらうという。まず、山車が神社境内に戻
ると、歌舞伎のための下座をつける作業が始まった。下座は屋
台両側に張り出され、参道側が上下座で、外側が下下座である。
太夫小屋は上下座に、鳴り物小屋は下下座に置かれた。歌舞伎
は八幡神への奉納されるものであるため、屋台は必ず神社に向
けられる。
「太功記十段目」の筋立ては、本能寺の変の明智光秀と織
田信長をめぐる歴史的事件をもとにした物語である。主要人物
は、「武智光秀」（明智光秀が捩られた役）、「尾田春永」（≒織
田信長）、「真柴久吉」（≒羽柴秀吉）として、それぞれ捩られ
ている（歌舞伎独特の流儀）。反逆者の悲哀と、若い男女の純
愛を裂く戦争の非情さが描かれており、愛好者からは「太十（た
いじゅう）」の通称で広く親しまれている。あらすじは次の通
りである。
武智光秀の母、皐月は息子の謀反を恥じ、尼ヶ崎の地に閑
居する。皐月のもとに光秀の息子の十次郎、十次郎の許嫁・初
菊が見舞いに来る。十次郎は父に従い、討ち死にを覚悟で暇乞
いをするのだが、その心を察した皐月は、出陣に先立って初菊
と祝言させる。そこに、一夜の宿を求めた旅僧が来るのだが、
それは久吉の変装だった。それを追ってきた光秀だったが、過
って母・皐月を竹槍で刺してしまう。そこへ重傷を負った十次
郎が帰還し、敗戦を伝え、死ぬ。光秀の前に久吉と佐藤正清が
現れ、後日天王山で再び会うことを約束し、去っていく。
3.歌舞伎「寿曽我対面」──仇討ち物、中学生による子供歌舞
伎

15

身體文化學報

第十九輯

2 日目の 12 時からは、小鹿野町立三田川中学校の生徒によ
る「寿曽我対面工藤館之場（以下、「曽我対面」）」の上演がさ
れた（12 時 30 分まで）。三田川中学（生徒数 38 名）では、地
域に伝わる伝統芸能を学ぼうと、2003（平成 15）年から小鹿野
歌舞伎の体験学習の取り組みがなされてきた。保存会の指導を
受けて、例年 11 月の中学校文化祭、町の郷土芸能祭で実際に
歌舞伎が上演され、大変好評を博している。2010 年においても、
7 月から 1、2 年生（24 名）が 2 組に分かれ、演技はもとより、
裏方の作法、化粧、下座音楽（三味線、太鼓）を学んで、八幡
神社例大祭での上演を行った。30 分の上演だが、終了時は観客
の喝采を浴びていた。物語のあらすじは以下の通りである。
源頼朝が抱える武将・工藤祐経は、以前、曽我兄弟、十郎
祐成・五郎時致の父・河津祐泰を 18 年前に討った。上洛を祝
って、富士の裾野で行われる壮大な巻狩りで、3 人は武将・朝
比奈の仲立ちで出会うが、兄弟は怒りを隠せずにいた。朝比奈
が工藤から盃をもらうように取り計らうものの、怒りのあまり
盃を割ってしまう五郎。しかし、工藤は、「鎌倉殿の第一の武
将である自分を討つのは許されない」と言い聞かせ、2 人に狩
場の通行手形を与え、富士の巻狩りで会って討たせてやろうと
いう意図を見せる。工藤の本心を知った兄弟は約束をして別れ
るのであった。曽我対面の後に、兄弟は仇討を果たす。
この演目の主題である曾我兄弟の仇討ちは、赤穂浪士の討
ち入り、鍵屋の辻の決闘（伊賀越の仇討ち）に並ぶ日本三大仇
討ちの 1 つとされている。外題に「寿」とあるように、めでた
いときの定番の演目とされる。
4.歌舞伎「菅原伝授手習鑑」──滑稽どころをともなう忠義の
悲譚
13 時から 15 時は、上飯田若連による歌舞伎「菅原伝授手
習鑑寺子屋之場」の上演であった。菅原伝授手習鑑自体は、菅
原道真に関する史譚・伝説・民間信仰などが組み合わされた全
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5 段の物語である。上演された「寺子屋・寺入り」では、以下
のような話が展開した。
寺子屋を営む武部源蔵は、藤原時平より、自身がかくまっ
ている菅秀才（菅原道真の遺児）の首を討てと命じられ、弟子
入りしたばかりの小太郎を首実検（討首にした首を見せるこ
と）の身替りにたてる。この時、一緒に首実検を行ったのが、
道真に仕えていた松王丸である。松王丸は、小太郎の首を見て、
確かに秀才の顔だと確認した。しかし、実際には小太郎は、松
王丸の実の子どもで、彼が道真への報恩として差し出したのだ
った。
部会の人々は、この演目について、「基本的に悲しい話な
ので、寺子屋での笑えるところは楽しくやる」「子どもの配役
がたくさん必要な演目。今回は子どもたちが多くなったから、
久しぶりに寺子屋をやろうか、となった」「子どもの頃から演
じる側をやることで、非常にいい体験になる」などと述べた。
実際、観衆は寺子屋場面の滑稽どころで、もっとも沸き立って
いた。また、今回のように町内の事情、もしくは家庭の事情、
演者の希望などによって、演目の選択やキャスティングを設定
することが多いという。これについては後述する。
19 時 30 分には、祭り最後の歌舞伎として、1 日目と同じ
く上飯田若連による「絵本太功記十段目」が上演された。歌舞
伎が終わったころ、煙火奉納として花火が数十本打ち上げられ、
祭りの終わりが告げられた。

五、地芝居の表象
（一）技術と、配役による笑いの仕掛け
以上のように、鉄砲祭りにおける小鹿野歌舞伎の地芝居は、
さまざまな民俗的特徴を含むものだった。本研究の目的は、地芝
居の民俗を、地域独自性をもった身体文化の継承手段として考え、
「いかに住民の文化観に影響してきたか」「いかに住民に受容さ
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れ、独自の表象をされているか」をあきらかにすることであった
が、この問題提起に立ち返り、以下で地芝居の表象とその影響に
ついて言及したい。
小鹿野歌舞伎には、身体作法や身体彩色など、さまざまな精
緻な技法が設けられていたことが調査や聞き込みによりあきら
かとなった。部会のひとりの言葉を借りれば、「立ち居振る舞い
から歩法まで、すべてが演技でなくてはならない」とのことであ
る。
身体作法では、たとえば、性的身こなしなどが歌舞伎技法の
重要な一要素である。小鹿野歌舞伎では、子供歌舞伎以外であっ
ても、進んで町内の子どもを（成人女性の役などの）演者にすえ
るが、そうした少女でさえもある程度、保存会や部会による技術
指導や、実際の公演本番によって経験を積むと、いわゆる「科（し
な）を作る」動作がこなれてくる（写真 3 左）。子ども同士でも、
熟達の度合いが相互にわかるという。また、女形となる男性役者
についても「演じられる女性の心情を理解しなければいけない」
「理解するだけの人生経験をもたなければならない」などの教訓
や習わしがある。小鹿野町の住民には老若男女問わず、歌舞伎の
身体性への深い理解が求められているのである22。
身体彩色も、非常に微細な弁別や、精緻な技巧が求められる。
化粧や隈取りは、歌舞伎の大きな外見的要素だが、保存会の資料
によると、舞伎の役柄に応じ、大分類 5 種・小分類 37 種もの分
類知が存在するという。技術継承・情報共有のための指南書も厚
い記述によって残されている。だからこそ、本来はありえない過
剰な化粧・隈取りという表象が、役がもつ女性性・凶暴性などの
22

技術の継承で重視されるのは、演技だけではない。打ち掛けや武士衣装など
の着物や、鎧兜、刀剣類、かつら（約 30 種類もの形態や別パーツが必要）
など、大道具・小道具の制作・管理について、歴代にわたる作法が継承され
ている。太夫（三味線）
・鳴り物、山車舞台の設営などについても同様だろ
う。
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内面的特徴をきわだって醸すのである。
ロラン・バルトは「（歌舞伎の女形は）女性をコピーしてい
るのではない、ただ単に女性を表徴するのである23」との記号学
的な芸術批評をしている。すなわち、歌舞伎における女性の演技
は、“女性の所作”でなく“女性らしさの所作”ということである。
小鹿野の演者には、そうした表徴的な技法が文化資本として継承
され、身体化されている、といえるだろう。
しかし、小鹿野歌舞伎の全体としての見栄えは、決して洗練
されきった印象をあたえるものではない。先述したように、小鹿
野歌舞伎の配役構成は、町内の人間関係や順番など、偶発的な条
件により組み上げられ、歪なキャスティングとなる。役と演者の、
年齢・身体的特徴・性差の相違が激しいのである（無骨な男性に
よる女形演技、年端の行かない少女による未亡人の演技など）
（写
真 3）。

写真 3 小鹿野歌舞伎（
「太功記十段目」
）科（しな）を作る
少女（左）と、老母を演じる中年男性（右）

23

バルト，R．，
《表徴の帝国》（宗左近訳）
（東京：筑摩書房，1996），144。
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それにもかかわらず、むしろこの歪なキャスティングを多く
の観客が受け入れ、むしろ歓迎しているようにみえる。ミスマッ
チだからこそ、自分や顔見知りの、ジェンダー・パロディや変身
（姫・武将・悪漢）を楽しんでいるのである。観客はミスマッチ
や偶発性をこそ楽しんでおり、これはグロテスク・リアリズムの
重要な一事例として解釈できる24。
そもそも日本における歌舞伎という伝統芸能としての位置
付け上、技法については、職業役者や研究者などによって「完成
されているもの」
（ある意味において「堅持されるべきもの」）と
され、「（歌舞伎の演技は）すでに“型”として確立」しているとす
る研究者もいる25。しかし、小鹿野歌舞伎のような（ほぼ）完全
住民参加の地芝居特有の偶発的キャストは、歌舞伎の技巧的趣向
を損なわずに、新鮮味・妙味を醸し続けているのである。
（二）地芝居における食のしきたり
小鹿野町では、現在も狩猟が一部にて行われるが、鉄砲祭り
前・12 月以降の氏子は 4 つ足の動物の肉食が禁忌とされる（近年
軟化傾向にある）。これは、鉄砲祭りが、獣の供養ないし猟師の
今後の１年の豊猟祈願を由来としており、潔斎の意味を帯びてい
るという26。自然、小鹿野歌舞伎の演者も、この期間は制限され
た食生活となるが、とくに「祭神に奉納する者としての精進」と
いう意識が共有されるのである。そして同時に、このしきたりが
存在することによって、猟師という生業が、たんなる「現在も一
部の町民によって存続する生計手段」であることを超え、「小鹿
野町における象徴的／歴史的な生業」「山の恵みというかたちで
24

25

26

社会秩序の転倒が、高位な中央文化を民衆側（自分たち）に引き寄せ、笑い
によって社会活性化をなすという概念。バフチン，M．
，
《フランソワ・ラブ
レーの作品と中世ルネッサンスの民衆文化》
（川端香男里訳）
（東京：せりか
書房，1973），33。
河原由紀子，
〈装いと身体表現〉，
《金城学院大学論集》
，家政学編，34（愛知，
1995.03）
：27-33。
地元の人だけであり、他の地域からの手伝いにはこのタブーは課されない。
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神恩を享受できる生業」として、奉納儀礼の場で受け入れられる
といえる。
また、他の食のしきたりとしては、稽古時および公演時、ま
かないが作られ、これはコンニャク・サトイモ・トウフ・イナリ
ズシなどが決められており、それが関係者によって共食されると
いうものがある。先述したように、小鹿野町の農耕地の代表的な
採れものが定番化したものであり、「農産物・地域食」を表象し
ているといえるだろう。そしてこちらも、小鹿野町の農家を神事
に通じる場に表徴化させるものであり、先述した猟師同様、祭り
のハレの場において象徴的な生業観をもって受け入れられてい
るのである。
演者への公演にまつわる作法についての聞きとりで、皆が
口々に述べた習わしが、稽古納めの直会で粥の共食をすることで
あった。歌舞伎という激しい動きをともなう身体芸能に対して、
身体を休める食の養生法として共有されているという。しかし、
これには民俗的な背景がある。小鹿野は徹夜行事が多く、粥の共
食が定番であり、この地で夜通しの共食儀礼が盛んに行われてい
た名残りなのである。小鹿野町における、粥の共食行事は 1 月だ
けでも、元旦（1 月 1 日）、繭玉の小豆粥（1 月 5 日）、七草（1 月
7 日）などがある。また、粥食をともなう夜通しの行事としては、
お日待ち（6-9 月除く毎月 12 日）、管粥神事27（1 月 14・15 日）
、
天神マチ（2 月 24 日）など、非常に数多い。農業や狩猟、神事・
祭礼など、コミュニティの結束を必要とする小鹿野の住民は、地
域の幾通りものグループで年間を通してたびたび集まり、夜を共
にしていた。そのさいには胃腸に負担をかけない粥が食の対象と
されており、共食の定番とされていたのである。
そして、現在の地芝居の食文化には、公演を控える演者たち
27

管粥神事とは、諏訪神社に伝わる、毘沙門水を用いて篠竹 45 本を入れた粥
を炊き上げ、割った竹（管）の様子から、その年の天候や農作物の作柄など
を占う神事。「馬上の管粥」として埼玉県選択無形民俗文化財指定。
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の一層の結束強化のため、脈々と残る同地域の「生業」
「歴史」
「年
中行事」が再表象されている。地芝居の共食過程で芸能・生業・
食に関する民俗情報が共有されるのである。
（三）通過儀礼としての地芝居
先述したように、小鹿野歌舞伎には、さまざまな技法や民俗
性が身体化されているが、これはともに演じていく人間が、家族
ないし身近な近所の人間であることも一因といえるだろう。稽古
の場だけでなく、日常生活、団欒の場などでも歌舞伎の話が話題
となり、技術の教授もされるという。また、地芝居が生活におい
て身近なものであることを示す例として、「特定の外題が人生儀
礼として受け入れられている」ことがあげられる。
たとえば、上飯田コーチの女性―とくにこの地への新入りの
女性―には「奥州安達ヶ原」の出演が課される28。宮司の親族は
じめ、居住する女性のほとんどがこれを演じたことがあるという。
この演目は、駆け落ちし、勘当された女・袖萩と、その娘・お君
をめぐる悲劇であり、勘当されたあと、父親が切腹する羽目にな
り、それに袖荻が立ち会おうとする、親子を主題とした筋立てで
ある。これについて部会長は、「小鹿野から都心に出た娘と、父
親が「奥州安達ヶ原」を希望して、親子で共演させたこともある。
『俺が袖萩やるから、お前（娘）はお君をやれ』と言ってね」
（飯
田部会長・70 代男性）と述べた。
いわば、外題のなかのドラマを自分たちの現実と重ねながら、
もうひとつの人生経験として演技していたといえるだろう。ほか
にも、この地域の子どもたちについては、演技ができるようにな
った子どもがある程度そろったところで、通過儀礼として「菅原
伝授手習鑑寺子屋」の出演が課されたり、家族・親戚・近所づき
あいでの出演、内輪の事情を期しての出演が促されたりする。

28

上飯田の十八番（＝得意の）演目は、この「奥州安達ヶ原」と「太功記」と
される。
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「ここの歌舞伎は、家族ぐるみで演じることが多い。親が演
じるから自分もやってみたい。自分はやりたくないけど子どもに
やらせたい、とか。“歌舞伎の町”っていうことが納得できるでし
ょ？」（同上）
それぞれの演目選択には、住民の身近な事情が色濃く盛り込
まれていた。住民たちは、歌舞伎を演じることをごく積極的に受
け入れ、コミュニティにとって重要な人生儀礼として位置づけて
いるのである。

六、おわりに
以上のように、小鹿野歌舞伎の芸能文化は、入念な稽古と、
蓄積された演技技法、地元や地方の巡業・日本文化教育など多数
の公演による経験をもって、醸成されている。そのために、携わ
る人々は、多大な労力と時間をかけ、技術を磨き、成果を外部に
発信しつつ、地芝居を運営していく。その発信の情報のなかには、
食文化や歴史をはじめとした地域性色濃いものが内包されて、民
俗性を際立たせる。反面、ときにグロテスク・リアリズムの仕掛
けを取り入れ、歪な、純芸術とは別の魅力を楽しむのは、芝居を
人生儀礼として、「住民本位のもの」とする姿勢が根底にあるか
らである。
「町中が歌舞伎」「歌舞伎は見るもんじゃなくて、やるもん
や」などの謂が小鹿野町内に浸透していたが、実際、観客を見れ
ば、普通の劇場で鑑賞するようにかしこまるのとは違い、（とく
に子供歌舞伎や親子の出演などには色濃く）「身内の演技を見に
来た」といった親しみの視線が感じられた。いわば「共同的な記
憶の場」が作り出され、惜しみなく外へも発信されているのであ
る。「家族」「近隣者」「内外の同好者」といった、血縁・地縁・
選択縁を通じ、主体性をもって芝居を運営していくありようは、
現代社会において伝統芸能を維持・発展させていくための１つの
重要な指針といえるだろう。

23

身體文化學報

第十九輯

引用文獻
バフチン，M．，《フランソワ・ラブレーの作品と中世ルネッサン
スの民衆文化》（川端香男里訳），東京：せりか書房，1973。
バルト，R．，
《表徴の帝国》
（宗左近訳），東京：筑摩書房，1996。
小鹿野町誌編集委員会，
《小鹿野町誌》
，埼玉県：小鹿野町，1976。
山口清文，《日本地芝居写真紀行》，東京：河出書房新社，2006。
北河直子，
〈地芝居としての子供歌舞伎〉，
《常民文化》，31（東京，
2008.03）：93-108。
守屋毅，
《村芝居―近世文化の裾野から―》，東京：平凡社，1988。
竹内芳太郎，《野の舞台》，東京：ドメス出版，1981。
角田一郎編，《農村舞台の総合的研究―歌舞伎・人形芝居を中心
に―》，東京：桜楓社，1971。
角田一郎編，《農村舞台探訪》，大阪：和泉書院，1994。
服部幸雄，《歌舞伎の原郷―芝居小屋と都市の芝居小屋》，東京：
吉川弘文館，2007。
松崎茂，
《日本農村舞台の研究》，前橋：松崎茂工学博士論文刊行
会，1967。
河原由紀子，
〈装いと身体表現〉，
《金城学院大学論集》，家政学編，
34（愛知，1995.03）：27-33。
郡司正勝，《地芝居と民俗》，東京：岩崎美術社，1971。
原一平，
〈地芝居の風景 (特集:歌舞伎―かぶきの春)〉，
《國文學》，
52.1（東京，2007.01）：149-152。
寒川恒雄編，
《教養としてのスポーツ人類学》，東京：大修館書店，
2004。
景山正隆，
《愛すべき小屋―村芝居と舞台の民俗誌―》，東京：冬
樹社，1990。

24

日本地芝居之文化觀：埼玉縣秩父郡小鹿野町小鹿野歌舞伎的藝能、職業、食文化

The Concept of Culture in Japanese “Jishibai”:
Cases on Traditional Play, Subsistence, and Food of
Ogano Kabuki in Ogano Town, Chichibu County,
Saitama Prefecture
Shunsuke Matsuda / Waseda University, Japan
Abstract
Kabuki is not only performed by the professionals, but also performed by the local inhabitants. In this study, I examined the Ogano
kabuki and how it influenced the village by the aspects of physical culture. 1. In Ogano kabuki, there are elaborate techniques of body move,
body painting and etc. On the other hand, relationships among inhabitants are reflected to the cast which played in Jishibai. As a result, audience enjoys the mismatch of the role. I interpreted this case as an important example of the grotesque realism. 2. Eating meat is prohibited
before Jishibai is going to be performed (though during the Jishibai period hunting is held in Ogano). Also, “Okayu” is eaten after the practice
of kabuki. This is the remaining of “Naorai” which is held all through
the night. Through “Naorai”, information of traditional play, subsistence and food are exchanged among people. 3. Initiation is also thought
in each program. Moreover, select of the program is deeply influenced
by inhabitant’s circumstances. They accept Jishibai aggressively, and
think that this performance has a character of important ritual in the
community.
Keywords: Jishibai, Ogano Kabuki, village culture
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