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能登半島的切籠和拔河祭：以堀松住吉神社為例 

大森重宜 日本金澤星稜大學人間科學部 

摘要 

能登半島的堀松住吉神社拔河祭是從輪島住吉神

社傳播過來的祭神儀式，其源自九州。住吉神社祭拜相

撲之神，堀松住吉神社也舉行敬神相撲，其土俵是將拔

河的繩子再利用製作而成。1767 年拔河祭開始舉行，每

年梅雨季節，地區住民全都參加並延續至今，已有 250

年的歷史。其背景是米町川治水問題，故有將繩子視為

龍或蛇的「綱蛇體現」，還有「龍神信仰」、豐年占、農

作占等。上奏神前的祝詞中包含了拔河祭的祭神儀式的

目的。堀松住吉神社拔河祭的祝詞祈願地方上的安寧豐

饒以及人們身體健康。另外，堀松住吉拔河祭時獨特的

神燈，目的是照亮相撲、拔河等敬神儀式。如果將神燈

擡起來遶境，就稱為切籠或奉燈。堀松住吉拔河祭的神

燈是日本遺產能登半島切籠祭的原型。拔河祭中的抬

繩、拔河、擡切籠、比相撲等，其身體技術為勞動技術

的延伸，擁有共同體的歸屬感。祭神儀式是地方團結、

合作、共存而傳下來的身體運動文化。作為地域象徵的

拔河祭，在正確地運作下，具備能夠穩定社會秩序、團

結群體，以及提供認同歸屬感之功能。在少子高齡化與

人口過少化問題嚴重的堀松地區，傳承這具有象徵意義

的祭神儀式，有助於於地域文化的維持與延續。 

關鍵詞：拔河祭、切籠、身體技術 
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壹、緒論 

根據民俗學家折口信夫的研究，日本的「祭祀」（祭り）是人

們迎接來自神界的「來訪神」（まれびと），而聽取神祇咒語的土

地精靈再以誓言回答的儀式；這個儀式以讓人易懂的方式表達對

神祇的服從，包括神人共食，在宴席中演出歌舞等，這也是日本

表演藝術活動的濫觴。1另一方面，民俗學者柳田國男認為祭祀中的

信仰並非和具觀賞性的祭典活動同時產生，而是有些群眾基於審美

性的立場聚集觀賞祭典活動，於是迎神的行列華美化，山車和舞蹈

等敬神的活動變得越來越盛大，這就是「祭祀」祭典化的過程。日

本古時候的運動競技幾乎全都是從「種子祭」中祭典活動演變而

來，遊戲、表演藝術和競技等皆起源於祭神活動。2 

石川縣能登地區位於地理條件閉鎖的能登半島，因而形成了獨

特的文化，現在仍保存許多民俗活動和傳統文化。例如：2009 年在

聯合國教科文組織登錄為非物質文化遺產的農耕禮儀「饗祭」（あ

えのこと）；1）
2016 年則被認定為重要「山‧鉾‧屋台」遶境活動

之一的「青柏祭曳山行事」2）每年都舉行多項祭神活動。能登地區

還擁有 6 個國家級重要非物質文化遺產，84 個民俗文化遺產，現在

仍被視為是民俗和祭典文化的寶庫。2011 年能登半島與新潟縣的佐

渡島同時被指定為全球重要農業文化遺產，3）是已開發國家中的首

例。全球重要農業文化遺產不僅是單純的遺跡或遺產，而且注重人

們對於生活系統永續性的保存；能登半島入選的理由正是因為延續

了傳承好幾世紀的祭典與文化。其中，能登半島具代表性的祭神活

動是「能登切籠祭」（キリコ祭り），2015 年被指定為日本遺產。4）

切籠祭在能登半島约 200 個地區舉行，切籠祭時被擡出来的巨大

「切籠」（キリコ）燈的總數在 900 座以上。遊神遶境時，切籠是

神轎的前導，由當地信眾們擡起來遊行。切籠最大重量 2 噸，高度

                                                 
1 折口信夫《古代研究Ⅰ－祭りの発生》（東京：中央公論社 2002），373-379。 
2 柳田國男《柳田國男集第十巻 日本の祭り》，（東京：筑摩書房 1969），

182-189。 
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15 米，由 100 個人同時擡著切籠遊行，時而嚴肅，時而狂熱。人們

迎神，並以擡著切籠人們的狂喜亂舞來招待神靈，顯示神祇的威

風，祈禱五穀豐登或海上安全、漁業豐收，免於因水傳染的各種疾

病。切籠上的神籬和錢幣是神明駐留在山車上的象徵，這樣的習俗

從江戶時代就已經存在。在主要海上貿易交通的北前船時代，能登

半島就是日本海文化（通過日本海與各地交流而形成的文化）的交

流中心。據說，能登半島的切籠與燈籠文化往北流傳，影響到秋田

縣的竿燈祭，青森縣的睡魔祭等日本東北地區的祭神儀式。 

自古以來，「拔河（綱引き）」5）在世界各地舉行。雖然起源於

儀式與信仰，祈願豐收、平定鬥爭、奪得領土等，但是拔河後來有

了各種各樣的意義。拔河做為運動或遊戲，最早的記載是在西元前

2509 年埃及的薩卡拉的古墓壁畫之中。拔河在約西元前 500 年的希

臘，則是做為身體訓練與運動項目而舉行。拔河現在做為運動項目

而舉行，但是本來是神事（算命）。6）東日本常在元宵節舉行拔河，

西日本則多於 7 月或 8 月 15 日舉行。還有，許多地方將拔河的繩

子比作大蛇。有些地方直接拉一條繩子，有些地方特意使用兩條繩

子（「雄綱」與「雌綱」）。體育學家渡邊融指出，前近代的日本廣

泛存在的拔河習俗，為拔河於現今變成運動會的一種項目之深厚基

礎。3 

據《十五夜綱引きの研究》，民俗學家小野重朗調查分析兩組

之間拉繩子的拔河和不拉繩子的拔河的關係（南九州存在人們拉著

扛著繩子游行的地區）。在這個地區，兩組之間互相拉繩子的拔河

起源於少年組和青年組之間的儀式性鬥爭。這個通過禮儀的儀式

性鬥爭能夠分為兩種，一種是青年組直接欺負少年組而引起鬥

爭，另外一種是青年組攻擊繩子之後，少年組為了保護繩子與青

年組開始鬥爭。這種拔河是少年組在部落裡拉著抬著繩子游行

時，阻礙通行、切斷繩子、搶奪服裝等，青年組對少年組進行各

                                                 
3 渡辺融，〈スポーツ史の現代的視角－5－近代スポーツと民俗スポーツ－綱

引きに見るその連続と非連続－〉，《体育の科学》，38.3（東京：1988，3）， 

215-220。 
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種打擾。據說，這個地區本來沒有少年組和青年組之間拉繩子的

拔河，但在少年組和青年組鬥爭的過程中，後來自然而然地開始

兩個組之間拉繩子的拔河。據體育人類學家的瀨戶口照夫的研

究，拔河和相撲不是同時代開始進行，但後來成為一種農耕禮儀

的習俗，與水田和旱田之間的農耕文化的融合有關。體育人類學

家寒川恆夫，首先分析秋田縣仙北郡刈和野町（現在的大仙市刈和

野）的浮島神社舉行的「大綱引き（大拔河節）」，抽出日本拔河

的五大要素（正月、豐登、蛇、性、水）。另外，寒川研究日本拔

河活動的地域特征。正月舉行拔河活動的地方在日本從北到南普

遍存在，南九州、薩南群島、沖繩在八月十五日舉行，北九州在

盂蘭盆節舉行，山陰地區在端午節舉行等，按照文化背景分類於

標準型和地域型。關於研究分析渡名喜島的拔河「カシキー」，體

育人類學家瀨戶邦弘等提到，在提高拔河作為旅游資源的傳統祭

神活動的價值的同時，也提到了關於確認當地居民對共同體的歸

屬意識。作為鄉村開發研究的新觀點，山田理惠主張拔河等日本

傳統運動文化的價值和意義。 

能登半島志賀町堀松地區，是家庭戶數為 74 戶，人口 207 人

的一個少子高齡化、人口稀少化的農村。2016 年起，堀松住吉神社

的拔河祭在每年 7 月第三個星期天舉行，是堀松住吉神社的敬神儀

式，1973 年被志賀町指定為非物質文化遺產。1767 年，神主宮穀

家 15 代的宮谷遠江守義隆將老家輪島市住吉神社舉行的拔河祭神

儀式傳到這個地區。拔河祭之前，會先進行少年相撲、相撲、太鼓

等慶祝活動，之後才舉行拔河。另外，到 1970 年代為止，還舉行

切籠的活動。舉行拔河時，由當地的青年團將當地住民、返鄉者、

遊客分為「海濱」和「山邊」兩組，進行拔河比賽。如果「海濱」

贏了就意味著漁業豐收，如果「山邊」贏了則意味著五穀豐登，被

視為是占卜的祭神活動。青年團的成員將盤繞的繩子從神社擡到街

道上，然後，拿著繩子的兩端同時全力地跑往「海濱」和「山邊」

不同方向，繩子拉直瞬間就開始拔河。青年團持中立立場，拿着御

幣竹和高提燈籠，看繩子中間被稱為「棟備」（ドンベ）的標誌落
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在哪方來判定勝負。繩子長度約 73 公尺，直徑 15 公分，和注連繩
4一樣編織到左繩，繩子中心包著細竹子（這是罕見的技術），至於

舉行相撲的土俵則是以前一年的繩子製作而成。 

故本研究從身體運動文化的角度切入，以能登半島的堀松住吉

神社拔河祭典中的相撲、拔河、切籠、神燈等活動為研究對象，考

察其「身體性」和「本真性」。 

 
圖 1 能登半島志賀町堀松地區圖 

貳、堀松的拔河 

一、編繩 

拔河首先要立槁，準備竹子編織繩。繩子原本有龍或蛇象徵之

龍神信仰背景，但現代的參加者這樣的意識很稀薄。在日本有素盞

嗚尊打敗八岐大蛇神話廣為流傳。但龍神信仰起源在揚子江下游的

地方，隨著水稻文化的傳播，進而流傳到整個亞洲。除了龍蛇之外，

某些地區會以繩子做為相撲土俵，如堀松地區即以前一年的繩子製

作土俵。「編繩」，首先將兩根竹槁釘到地面，固定編織繩子的旋盤，

將 15 根「荒繩」編織成一根「細繩」（過去使用 13 根），再將 3 根

「細繩」合起來編織成「大繩」。將 3 條「細繩」放上轆轤編織繩

                                                 
4 小野重朗《十五夜綱引きの研究》慶友社 1997，236-242。 
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子之後，右轉編織「大繩」。此時，為了提高繩的強度，撒水到繩

子上，再將粗度 7 公分，長度 8 公尺的加工後的細竹當作繩子的芯，

插進繩子中心。然後，將幅度 5、6 公釐的竹籤插到繩子裡面。再

把「棟備」繫在繩子的正中央，作為決定拔河勝負的標記。最後，

原本有 100 公尺長的繩子，編織後就變成 70 公尺（如圖 2），再將

這條繩子捲成渦流狀，用兩根孟宗竹夾起來固定。拔河祭當天會先

將這個大繩子奉獻給神社拜殿進行驅邪祈福儀式。 

 

圖 2 編繩 

二、拔河的祭神儀式 

在相撲，拔河之前，下午 6 點半左右會先在堀松住吉神社拜殿

進行祭神儀式。以「神樂太鼓」（淺略）、「解厄」（修祓）、「拔河祝

禱詞」、「7）8）
秉奏」、「玉串祈福」（玉串奉奠）、「神樂太鼓」（淺略）

等順序進行儀式。在進行儀式之際，給神祇上奏的祝詞內容是： 

謹向在丘陵上高聳神木頂端鎮守之住吉神社神祇祈願。自古以來

謹訂於 7 月 23 日獻上海山珍物，吹笛，打鼓，張燈結彩供奉神

明。堀松住民和男子在神明面前左右分開進行拔河祭神儀式，並

獻上我們誠摯的祝賀詞，請神祇傾聽。祈願我們的邦國永遠平安

輝煌。另外祈願神明原諒堀松住民的過失，保佑我們人人健康，

秋天豐收。透過拔河安撫並取悅神祇，顯赫神祇的神威守護地方。 

三、相撲 
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堀松住吉神社的創建日不詳，但分靈出來的本神社是住吉大

社。9）據住吉大社的「住吉松葉大記」中記載，古時候一整年的祭

神活動中，相撲最壯麗且最盛大。另外，據傳說，西元 810 年到 823

年（弘仁年間）住吉大社的相撲會中最強且無敵的力士叫「ハジカ

ミ」，因為他太強悍，無人敢與之相搏。於是相撲的行司5志賀清林

决定，將神前的注連繩繫在「ハジカミ」的腰上，如果有人能夠摸

到腰上垂下來的注連繩，就等於赢。但「ハジカミ」實在太強，沒

人能夠摸到注連繩。據說，這正是日本相撲最高級力士被稱為「橫

綱」10）的起源。現在，在 3 月大阪場次的相撲比賽之前，公益財團

法人日本相撲協會會在住吉大社進行橫綱進入土俵的敬神儀式（手

數入奉納）。也因為橫綱的傳說，該屆的橫綱會為住吉大社第一本

宮前的神木獻上注連繩。總之，住吉神社與相撲關係密切，做為相

撲的神，自古以來一直受到崇拜，所以堀松住吉神社拔河祭與相撲

之間關係密切。 

在堀松住吉神社拔河祭相撲祭神儀式中，主祭在神明前上奏的

相撲敬神祝內容是： 

謹向神祇祈願。在每年一次住吉神社拔河祭的相撲比賽中，志賀

町的雄赳赳的男子大家齊聚，以擠推、投摔或拉擲等相撲技巧而

勝出成為大關6者的歡呼，以及競賽過程中的喜悅都奉獻給神明。

因為神的恩惠，我們將在相撲的道上繼續努力，將此榮譽傳承，

也請保佑我們身體健康，工作順利，家庭幸福。 

因此敬神相撲活動的目的在顯赫神威期望神明保佑居民。午後

7 點左右先由少年相撲開始，8 點左右為相撲力士的稽古，8 點半左

右配對比賽。採單敗淘汰，連贏三次的力士可獲得日用品等獎賞。

9 點半左右的比賽，連贏五次者獲得大關的頭銜。大關不僅要具備

                                                 
5 瀬戸口照夫（民俗競技としての「綱引き」と「相撲」について）鹿児島県立

短期大學紀要人文・社会科學篇 1990 41，115‐126。 
6 寒川恒夫〈20 世紀日本社会における民族スポーツの文化変容〉1997 年度科

學研究費補助金研究実績報告書，https://kaken.nii.ac.jp/d/p/09480015/1997/3/ja.

ja.html。 
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力士的力量，還需要平日的努力歷練和精進，連勝五人有如完成了

激烈的稽古（かわいがり）11）所以可以成為大關。 

大關決定後則在神社大殿舉行任命儀式（如圖 3）。進行「淺略

神樂」、「祝詞上奏」、「玉串奉奠」、「淺略神樂」「神酒拜戴」之後，

主祭授與大關竹禦幣，神酒。大關、拔河祭的主辦方、青年團員拜

領神酒後，大關騎馬從大殿到拔河會場（如圖 4），接受參加者的祝

福。 

 
 

圖 3 大關決定的奉告祭神儀式 圖 4 大關與力士騎馬 

參加相撲的力士來自志賀町和附近的地區，1960 年代最為鼎

盛，參加者比現在多，需要花很長時間決定大關，近年志賀町和附

近的參加者逐漸減少，只剩 10 位左右。在相撲和拔河開始的中場

時間，安排太鼓（如圖 5）和表演活動，逐步提高神社前等待的人

們對拔河活動的期待。 
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圖 5 藝能太鼓的奉納藝能 

四、拔河 

喊著「ヤッシャー，ヤッシャー吆喝的聲音，發音：鴉－嚇－，

鴉－嚇－」口號的青年團將大綱從神社大殿擡起来，移動到拔河的

街道上。首先「山邊」組的成員開始，緊接著「海濱」組的成員出

發，陸續走進拔河場地，人們興奮的情緒開始高漲（如圖 6）。隨後，

將神社前安座的神明燈前面中間的小繩子解開。「山邊」和「海濱」

組，各有兩個人拿著大繩兩端，聽到開始的訊號，兩組人馬就往兩

邊快跑，開始拔河。拔河勝負是以大綱中間「棟備」的位置來決定，

靠近哪一組就是該組勝利。拔河祭的主祭授與勝利的一方竹禦幣。

由於參加拔河的人們可以自由選擇加入「山邊」或「海濱」，所以

說人們只是恰巧成為勝利者（如圖 7）。有時，大綱被拉斷了，結果

就是平手。 
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圖 6 從住吉神社擡出來的繩子 圖 7 禦明燈與拔河 

參、拔河祭的結構 

一、燈籠與切籠 

人口外移，少子高齡化發生之前的 1965 年左右，多數的青年

團成員除了參加拔河和相撲之外，也負責擡「切籠」遶境。能登半

島切籠記載首次出現在輪島住吉神社的「當社祭禮定書」中。1646

（正保 3）年 7 月 24 日舉行的大祭（夜祭）裡，記載著「切籠經常

太靠近神轎，所以總是被拉開」。由此瞭解到那個時代，人們已經

擡著切籠，看著切籠讓祭神活動變得更熱鬧的樣子。另外，大型切

籠的記載則出現在 1777 年（寬政 8 年）加賀藩士——大田賴資的

「能登名跡誌」，記載著輪島的夏季祭祀中有「大燈籠」。其他如 1731

（享保 16）年，穴水町的「美麻奈比古神社與白山權現社緣起」的

記載提到，當地信眾會將燈籠發給每家每戶。1758 年（寶曆 8）據

「當社三所六月晦日夏越御祭神儀式之儀式帳」的記載，在 6 月 30

日的「夏越祭」之前，29 日將松枝做的火把豎在蹄（ひづめ）這個

地區的河邊，當地信眾會獻上切籠或燈籠。儀式帳中提到切籠和燈

籠可以視為同樣的東西。因為切籠是祭神儀式中引導神祇的標誌，

又具備松枝火把、行燈、大提燈等給神轎照明的功能，所以能夠認

為切籠和燈籠有同樣的目的和功能。此外，據 1792（寬政 4）年、

1792（寬政 5）年的「毎年諸祭式並料物神納留」的描寫，申時三

刻（下午 4 點半左右）」切籠被擡到神社，從新町和繩手來的切籠
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在末社稻荷神社前聚集。「提燈」、「行燈」、「燈籠」、「火燈」、「奉

燈」等，文獻上切籠的叫法和發展過程因地方或時代不同，成立過

程也不同。能登町鵜川的大型「袖切籠」叫「にわか」，祈願漁業

豐收、海上安全，是上面畫著威風凛凛的武士的行燈，由此可以看

出從「御燈」到「にわか」、「切籠」變化的過程。從穴水的切籠文

獻來推測的話，輪島、穴水的切籠，屬於切籠的前階段，也是切籠

的原型之一。現代的切籠一面書寫文字，一面繪圖，其中最盛大者

為七尾市「石崎奉燈祭」；切籠前面寫著「魚滿浦」、「智仁勇」、「銀

鱗飛躍」等和祈願漁業豐收、青年人的氣概有關的文字；後面畫的

則是表現漁民和海之關係如浦島太郎、鯉仙人、惠比須等圖片（如

圖 8）。在七尾祇園祭，切籠前面寫著「破天荒」、「牛頭天王」、「飛

彩」，後面則畫著前田利家、川島合戰、源義經等武士的圖片，沒

有特別的規定或規則。在夏季祭祀（納涼祭和夏越祭），切籠本來

是引導神祇和照亮神轎的角色，但後來卻成為跟太鼓、鉦鼓、笛等

可以自主遶境的活動。 

 

圖 8 石崎奉燈祭的巨大切籠 

在堀松拔河祭中，主祭的祭詞為：「禦燈波百張千張爾張裡廻

支獻介奉裡氐。」意思在描述拔河祭中豎著許多「禦燈」的樣子。

現在燈籠的數量減少，只在拔河場地中心附近豎著燈籠。近來的燈

籠上面寫著，史記李將軍列傳之「桃李不言，下自成蹊」、論語的

「人無遠慮必有近憂」、司馬遷伯夷列傳之「天道無親，常與善人」、

老子的「九層之台起於累土」、易經的「積善之家必有餘慶」、淮南
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子人間訓之「有陰德者必有陽報」等人生教訓。現在，前代的宮司

－宮古典昭氏在禦燈上面題漢詩等新調，當地信眾爭相模仿他的文

字（如圖 9）。 

 

圖 9 拔河祭禦燈 

二、米町川與龍神信仰 

堀松地區有一條二級河川叫米町川。據「石川県米町川水系河

川整備基本方針 2014」，米町川發源自富來町的山上，將草木川，

長田川、佛木川等支流合起來，在河口附近則與最大支流於古川合

流，注入日本海，流域面積約 113 平方公里，主流全長約 17 公里

的河川。其流域以志賀町為中心，橫跨了羽咋市、富來町、鹿西町、

中島町和鳥屋町等 1 市 5 町。從歷史來看，米町川氾濫與否牽涉到

當地人的死活。1958（昭和 33）7 月的洪水造成米町川及於古川氾

濫，從下游到中游大範圍地區約 300 多戶淹水 50 公分以上，約 700

戶地板進水等導致嚴重損害。此外，1961（昭和 36）年 6 月的洪水，

導致河口附近的高浜町地區超過 100 戶人家進水。1985 年 7 月，米

町川中游地區 14 戶淹水超過 50 公分，房屋浸水 34 戶。堀松住吉

神社的宮司－宮穀充紳氏指出，長久以來堀松地區一直為米町川的

氾濫所苦，所以舉辦拔河祭有安定米町川的目的。將拔河繩比作龍

或蛇的「綱蛇體現」，以此借用水神——龍神的法力，祈雨治水，

祈願豐收，正是拔河祭的目的。自古以來，堀松拔河祭皆在 7 月 23
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日舉行，就是要鎮住梅雨季節經常氾濫的河水。故祭典背後的龍神

信仰，默默地影響著這個祭神活動的成立與傳承。 

三、堀松拔河祭的身體技術 

身體技術（techniques of the body）12）是法國社會學家馬塞爾．

莫斯（Marcel Mauss）所提出的，「社會文化規定了人們使用身體的

方式」的想法。人類學家川田順造認為，最廣義身體技術為，重複

訓練後得到的「身體某部分的協調和連鎖運動的整體」；具有超越

世代的持續性，而且還有和共有同樣身體技術的人們擁有「歸屬感」

的集體特性，是研究人類文化時非常重要的非文字資料。7例如，做

為身體技術的走路方式、農耕和漁撈時的身體用法、吃法、坐法、

睡眠方式等，文化的多樣性帶來的多樣的物質文化越豐富，身體技

術也隨著文化的多樣性而增加。總之，川田認為，「文化特色」（intra 

- specific）以及「跨文化」（cross - cultural）或者「文化間」（inter - 

cultural）的互動會讓「文化內」（intra - cultural）的個性變得更強。
13）拔河活動分佈在東南亞，以及包括日本在內的東亞稻作地帶，以

男女對抗的形式來祈求性的豐穰儀禮或豐年占、農作占 14）等預測稻

作生活息息相關的大事。拔河這個擁有地域特性，在亞洲稻作地帶

傳播的身體技術可視為一項身體運動文化。 

對以農業為生活中心的堀松地區居民來說，米町川氾濫的大自

然威脅，既是生活的環境條件，也是祭神儀式這項身體運動文化得

以延續的背景。扛、背或拉拔河繩，又或者擡切籠、比相撲等的祭

神的身體運動，正是稻作勞動者們勞動形式的延伸。川田所謂身體

技術可以讓擁有的人們彼此間感受到「歸屬感」的意義就在此處。

川田指出，我們可以在地球不同地區看到人們依照彼此身體能力，

發展出各種大家共有之搬運大體積大重量東西的方法。像是拔河祭

中，編繩、繩子、騎馬上的大關、物、人等身體活動都是堀松地區

居民共有的身體技術，也是維持和提高生產性、地方團結合作的基

                                                 
7 川田順三，〈ヒトの全体像を求めて，身体とモノからの発想〉，《年報人類

学學研究》，1（愛知：2011.4）：1-16。12） 
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礎。能登半島有「烏帽子親制度」，15）志賀町曾經有過「義倉制度」。
16）堀松拔河祭則是為了地方永續，而結合了團結居民與稻作勞動互

酬之社會制度和身體技術的身體運動文化。另外，川田提出之「被

生產性與經濟效率異化人們之重生」的議題似乎可以看出解決的方

向。拔河祭擁有的力量，也是地方獨特的身體運動文化剛好可以扮

演協助人們重生的角色並發揮功能。 

肆、人口過少與拔河祭 

一、人口過少化的社會問題與產業結構的變化 

根據總務省統計，隨著高度經濟成長，日本在 1950（昭和 30）

年代以後，特別是從農村和漁村地區搬到到都市地區的大規模年輕

人口的遷移，導致都市地區的人口集中和人口過密。另一方面，在

農村和漁村地區，因為住民過度減少，就發生連地域社會的基本生

活條件都難以維持的人口過少化問題。比起其他地區，由於人口顯

著減少，導致人口過少化地區的社會功能下降，生活水準及生產功

能皆降低。另外，根據國立社會保障及人口問題研究所報告，從 2008

年起，日本進入人口減少時代，人口減少導致消費力和經濟力下

降。都市圈由於人口持續流入，能夠預測今後人口也是持續增加，

但地方城市則連維持人口都有困難。志賀町人口急速減少，直到

1970-1985 年間才趨緩，但 1985 年後又再快速減少 1970（昭和 45）

年左右至 1985（昭和 60）年間人口減少趨緩，隨後人口又迅速減

少。65 歲以上人口逐年增加，15 歲未滿和 15~64 歲的人口持續減

少。相較於石川縣的人口比率，65 歲以上人口比率高，65 歲未滿

的比率低，少子高齡化嚴重。另外，按男女區別，65 歲以上女性的

人口比率每年增加，1985 年相差 5 個百分點，2010 年則達 9 個百

分點。 

根據的統計，相較於日本全體，志賀町從事第一級產業的人口

比率高，但絕對數傾向於減少（全國 4％，石川縣 3％，志賀町 11

％）。按產業類型，從事製造業、建設業、批發零售業的人員數量

很多；電力、瓦斯、熱供給和水道業之從業人員也比其他都市為多。
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因為 1993 年在志賀町赤柱地區開設北陸電力志賀核電站，影響了

周邊地區的產業結構。東日本大地震發生後，對全日本核能發電的

政策，輿論等環境都發生變化。志賀核電站地下有無活斷層的問

題，當地居民、專家和媒體間爭論不斷，所以志賀核電站是否重新

啟動也還不清楚。志賀核電站的各種問題，也為志賀町以及周邊的

市町村，特別是鄰接的堀松地區的產業結構及人口過少化和少子高

齡化問題，添加上了更複雜的因素。總之，本來整個志賀町的生活

基礎都依賴核電站，基礎建設也以核電站為中心，但是核電站持續

的停工，造成堀松地區住民的心理狀態和生活環境皆不穩定。 

二、拔河祭的功能 

日本的「祭り」意味著祭祀神祇，也叫「祭祀」、「神事」（祭

神儀式）、「祭禮」。是迎接神靈，以饗宴歡迎和款待神明以顯赫神

威的儀式，8這是日本「祭祀」中祭神儀式的定義。拔河祭的歷史能

夠解釋儀式的目的，或者祭祀的結構，但是卻不能解釋人們的心理

或其功能。關於「祭祀」的定義，文化人類學者森田三郎指出，祭

祀研究主要有兩種立場。一為符號學家 Marco De Marinis 主張的，

「祭神儀式免於勞動，從日常勞動中切割出來的時間。簡言之，乘

載著儀禮、儀式和表演等形態，空間的、時間的容器」。由於揭示

的特徵最少，是個曖昧的定義。另一個則是人類學家 Robert J. Smith

主張的，「脫離勞動加上儀式的場地、快樂、意圖相同的共同體、

參加、神聖性、娛樂時間、重複與週期性、對立的象徵主義、規範

顛覆」等祭典的必要條件來界定祭神儀式的立場。但是「週期性」

（periodicity）、「共同體參與」（community involvement）、「神聖性」

（holiness divergence from normality）9則是兩位學者的共通點。「週

期性」是重複地進行；「共同體參與」是由於祭祀的本質給共同體

下定義，以維持共同體的秩序與永續；「神聖性」則是將祭祀作為

一種象徵，生產固有的規則，將人們脫離日常，進入非日常的境況。 

                                                 
8 薗田稔，《神道史大辭典》（東京：吉川弘文館，2004），899-901。 
9 森田三郎，《祭りの文化人類学學》（東京：世界思想社，1990），133-136、

140‐142。 
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森田認為，祭神儀式的功能包括：聚集群眾和滿足對共同體的

認同與歸屬感的功能。日本的祭典就是參加者期望五穀豐登、漁獲

滿載、平安健康等祈福的活動，又或者被認為是敬神、祭祖、安撫

亡者等活動。竹澤尚一郎指出，祭祀儀式的功能就是透過正確的法

度活用象徵，讓人們內在與外在的自然和諧有秩序。拔河祭的外在

的自然，指的是治水、五穀豐登、原子力發電站以及其他周邊等各

種問題；內在的自然則包括，聚集群眾，滿足人們對共同體的認同

為地方和人們帶來秩序，這個秩序正是祭祀和地域得以永續的原動

力。10 

在堀松拔河祭延續 250 年的歷史背景裡，有為了治理米町川氾

濫的「龍神信仰」，也在祝詞裡看到人們對於五穀豐登、生命維持

和地域永續的祈願。在少子高齡化與人口過少化嚴重的農村裡，地

域的祭祀文化具有團結群眾的功能。群眾團結和秩序則是人們生活

中必不可少的因素。另一個方面農林中金総合研究所指出，農業減

作和米價下降等農業環境激烈變動。和從事農業的人員相比，國家

的農業結構目標更重視農業用地面積。國家估計的從事農業人員也

只是認定農業者（經營者，生產法人）」或集落農（農業的共同生

產團體），小規模農業者和兼職者等都不在列。 

在此情況下，不依賴稻作的現代居民對於祭神儀式的態度勢必

改變，日本獨特的、以稻作為中心的地緣村落共同體的變化，也將

影響到祭祀的意義和功能。為了維持稻作的生產性，合作與互惠是

必要的條件，於是祭神儀式成為團結群眾的必要手段。但日本農業

的機械化和稻米的低價化，提高生產性所需的集體性和團結意識稀

薄化，作為稻作勞動延伸的身體技術也面臨著喪失的危機。在此情

況下，祭神儀式團結群眾生產稻作的功能，統合地方，滿足個人對

共同體的認同與歸屬感的功能，也將產生變化。 

人們重複體驗祭神儀式中的象徵意義，讓意識和感覺進入非日

常的時空之中，確認對共同體的歸屬意識，這才是祭神儀式的本

                                                 
10 竹沢尚一郎，《象徴と権力 儀礼の一般理論》（東京：勁草書房，1987），

17-18。 
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意。在堀松地區，所有居民不限形式幾乎都參與了做為象徵的拔河

祭，並從中滿足了身為共同體一員的認同感。一年一度的神燈，創

造出熱鬧的街道、相撲的氣勢、拔河的緊張感、快樂、懷舊的非日

常空間。週期性和神聖性成為象徵的基礎，人們重新確認自己是共

同體的成員，於是拔河祭不只是個活動，而是作為一個傳統的祭神

儀式被傳承下去。 

伍、結論 

本稿是以石川縣能登半島的堀松住吉神社的拔河、相撲、神

燈、切籠（奉燈）為例，研究現代的拔河祭的結構與功能，關於維

持與傳承的問題——「身體性」與「本真性」。 

祭神儀式（祭り）的必要條件是「週期性」、「共同體參與」以

及「神聖性」。堀松住吉神社的拔河是滿足上述的三個必要條件而

得以持續下來。這項拔河祭擁有 250 年的歷史，每年梅雨季節都全

員動員，目的是為了治水，於是將繩子比作龍與蛇，就是「龍神信

仰」。拔河節在廣大的亞洲稻作地帶分佈，作為以稻作為中心的節

慶活動，舉行性的豊穰儀禮或豐年占和農作占。堀松住吉神社的拔

河是從能登半島輪島的住吉神社傳播過來，起源自九州和東亞。此

外，住吉神社被崇拜為相撲的神祇，堀松也進行敬神相撲，並以使

用過之拔河繩製作土俵。 

照亮拔河祭的神燈是日本遺產，能登半島切籠節的原型。拔河

祭的神燈本來的目的是照亮相撲和拔河等敬神儀式，但因為放在拔

河場地的中心，於是成了祭神儀式的重要象徵。後來在能登半島各

地的人們將神燈擡起來遶境，讓原本目的在「引導神明」、「照亮神

轎」的目的，轉變為人人參與的遊戲和能夠樂在其中的切籠節。作

為身體技術的扛繩、拉繩、拔河，還是擡切籠、比相撲等身體運動，

都是稻作勞動技術的延伸，包含著歸屬感。為了維持和提高生產

性，地方的團結與合作是必要的條件，拔河祭正扮演著這樣角色的

身體運動文化。 

作為祭神儀式的拔河祭，其目的表現在上奏神明的「綱引祭祝
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辭」中。祝詞的內容希望神明享受拔河祭神儀式的樂趣，祈願國泰

民安，以及堀松地區住民的健康和秋天的豐收。莊嚴且正確地執行

祭神儀式，象徵著人們由內到外與自然秩序的協調。拔河祭祈願人

們與「外界自然」，米町川的治水和五穀豐登，以及團結群體，滿

足對於團體的認同感，帶給地方與個人秩序，創造人與自然的和

諧。在現今少子高齡化和人口過少化情況嚴重的堀松地區，拔河祭

獨特的身體技術的傳承，在維持祭神儀式的和地方永續上扮演著重

要的角色。 

在堀松住吉神社拔河祭，人們編織繩子、摔相撲、擡繩子、拉

繩子。這是以能登半島的稻作地帶的身體技術為基礎的「身體運動

文化」。但是志賀核電站的設立和停止運作，為產業結構帶來激烈

的變化，也嚴重衝擊地域住民的生活。人們的價值觀產生變化，祭

神儀式的意義與功能面臨新的挑戰。 

這個拔河祭的結構是在現代日本最大的課題之一「地方創生」

所遭遇的所有問題與課題的集合，意即從產業結構的變化、少子高

齡化、身處於 65 歲高齡人口超過百分之 50 的村落之祭神儀式的傳

承，以及日本能源問題等，都是將來調查研究堀松拔河祭時有意義

的課題（如圖 10）。 

 
圖 10 堀松住吉神社拔河祭的結構與傳承的問題 
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附錄：譯注 

1）譯注：在能登半島的能登町，穴水町，門前町，珠洲市等舉行的

「迎接的祭神儀式（あえのこと）」。「あえ」就是「饗」，意思

是「款待客人（もてなし）」。「コト」意味着「まつり」。每年

12 月 4 日或 5 日，在神棚下放稻種的草包，將從山上切斷過來的

栗子的若木比作筷子款待神祇。主人穿著紋付羽織袴的正裝走向

田地，迎接田地之神，請神祇坐在扇子上面帶著回家，引導到壁

龕的神座。雖然看不到，但得像是看得到神祇一樣來進行儀式。 
2）譯注：青柏祭的曳山活動是在石川縣七尾市的大地主神社的例行

大祭「青柏祭」給神祇供獻祭典花車的曳山活動。1983 年（昭和

58 年），被指定為國家重要非物質民俗文化遺產，2016 年，被聯

合國教科文组織指定為非物質文化遺產（33 個「山・鉾・屋台行

事」之一）。在青柏祭，鍛冶町，府中町，魚町的三個町奉獻祭

典花車。據說，祭典花車的形狀是模仿古代的「北前船」。高度約

12 米，長度約 13 米，上部幅度 4.5 米，下部幅度（車輪間）3.6

米，車輪直徑約 2.1 米，車輪幅度 0.8 米，重量約 20 噸，體積與

重量是日本最大的祭典花車。在花車正面的歌舞伎舞臺，嚴肅地

擺設場景與人物。巨大的祭典花車走在街道兩側都沒有多餘空間

的情況下遊行。 
3）

譯注：全球重要農業文化遺產（Globally Important Agricultural 

Heritage Systems、GIAHS）是 2002 年，以確保人們獲得良好的營

養和糧食安全為目標的“聯合國糧食及農業組織（本部在羅馬）”

開始的項目。成立這個組織的背景是由近代農業過度追求生產性

在世界各地引起的森林破壞與水質污染問題等環境問題，還有各

個地域固有的文化與風景、生物多樣性的消失。其目的是將近代

化的過程中逐漸消失的傳統農業技術，農業文化等改變成「地域

系統」維持，管理傳承到下一代。能登半島在地域主體的管理下，

持續幾世紀生產農林產物，繼續利用生物資源。其結果，「多樣的

生物資源」、「優質的自然風景」、「值得繼承的傳統技術」、「文化

與祭禮」、「利用與保護等環境教育」等，能登地區是富有多樣自

然文化資源的地域，其綜合的條件得到了世界的高評價。 
4）
譯注：為了通過日本文化財與傳統文化促進地域活力，在歷史、

傳承、風俗習慣的故事的基礎下，將有形與無形的文化財結合包
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裝。同時，需要宣傳活動、培養人才、傳承、 環境管理等活動。 
5）譯注：《21 世紀スポーツ大事典》，東京，大修館書店，2015。 
6）譯注：另外，據《民俗學辭典（東京堂出版 2010）》。 
７）譯注：祭祀時在神前上奏，做為神祇的致辭，給參加祭神活動的

群眾宣佈。古代的祝詞是為了研究古代人的信仰，思想，生活，

語言，文學等研究的重要資料。 

８）譯注：堀松住吉神社綱引祭祝詞 祝詞原文請參本篇日文稿件注 

此乃高伎岡爾年経留大杉乃高々爾神佐備坐須掛巻久母

綾爾畏伎住吉神社乃大禦神等乃宇豆乃御前爾仕閉奉留

宮司 某 謹美敬比氐白左久  

古與裡仕奉裡來多裡支常乃例乃隨爾此乃文月乃二十三

日乃生日乃足日登選比定米氐綱引乃禦祭仕閉奉留登志

氐禦饌禦酒海川山野乃種々乃味物乎捧介供閉奉裡笛吹

伎太鼓打鳴志禦燈波百張千張爾張裡廻支獻介奉裡氐此

乃堀松乃裡輪乃男乃子供賀禦社乃御前母狹良爾參來集

比右爾左爾立別禮綱引乃神業仕奉裡夜須我良壽言伎仕

奉留事乃由乎大禦心母隠比爾聞食給比氐明津禦神登大

八洲國知所食須皇禦孫命乃大禦代乎手長乃禦代登堅盤

爾常盤爾齋比奉裡五十橿禦代乃足禦代登幸比給比阿禮

坐須皇孫等乎母津賀乃木乃彌継伎継伎爾栄令米給比皇

大禦國乃大禦稜威乎朝日影豊阪登留如久萬外國迄爾立

輝加志米給閉登申須 

言別氐白左久大禦神乃敷坐須此乃堀松乃男女等賀咎過

在良牟乎波見許志聞許志坐氐恵幸比給比各母各母我産

業乎母彌進米爾進米彌勤米爾勤米志米給比隨神乃道爾

違布事無久公乃禦法爾背久事無久睦毘賑毘氐生子乃彌

継々爾春山乃賑布秋乃田乃豊介伎裡登在良志米夜乃守

裡日乃守裡爾守裡恵美幸比給閉登恐美恐美母白須  
9)譯注：攝津國（現在的大阪府北西部與兵庫縣南東部的舊國名）

的「一宮」（最高位的神社），全國約 2300 所左右的住吉神社的總

本社。 
10）譯注：日本相撲力士的位階，最高者橫綱，其次為大關。 
11）譯注：激烈的稽古，原為疼愛的意思，意指因為疼愛妳所以給你

激烈的訓練，讓你茁壯。 
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12）譯注：身體技術意指將身體當作工具，具有目的性使用身體的方
法。身體技術因文化及歷史而異。不論是走路、游泳、休息、護
理等，依照使用目的不同，其方式亦各有不同。差異的原因，是
每個人從小習得的技術不同。 

13）譯注：在某種程度以上的距離，搬運相當的體積與重量的東西的
方法是以人的身體能力為基礎而創造的。後來變成在某個範圍內
的人們共有的文化，之後在地球的各個地方形成各種方式。做為
人的身體能力與文化連接的東西，需要重視「人類働態學（Human 

ergology）」的觀點。總之，人的身體性狀和身體能力，與在各種
條件下被選擇的工具連接之後，如果人們能夠看到其效率，就會
被人們使用，後來將變成在某個範圍內的人們共有的「搬運文
化」。 

14）譯注：為了瞭解農業與漁業的豐收、一年各月的天氣情況等，進
行占卜。從大類上分為 2 種，是競爭的方式與使用標誌的方式。
前者是拔河、步射、賽馬、賽舟、棒倒、相撲等。後者是粥占、
米占、炭占、豆占等。 

15）譯注：「烏帽子親」在元服儀式中，指被元服者戴冠的人。烏帽
子親制度是在能登地區建立擬制的親子關係的風俗。一旦成立親
子關係，那種關係以後就與真正的親子相同。其理由是以往成立
親子關係時，若無制度規範，後來關係也將疏遠，所以為了加強
關係，烏帽子親制度做了規定。烏帽子親子是孩子給父母提供農
業或漁業等方面的勞動力，幫助舉行紅白事。父母給孩子提供經
濟上、物質上的援助，另外，能夠成為孩子商量的對象。做為互
相行為的烏帽子親子是有利於維持地域部落的秩序與形成共同
體意識。 

16）譯注：為了在乾旱、荒年之際，拯救窮民準備的儲米制度。 
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Kiriko and the tug-of-war festival: 

The case of Horimatsu Sumiyoshi Shrine  

tug-of-war festival in Noto Peninsula 

Oomori Shigenori / Kanazawa Seiryo University 

               / Faculty of Human Sciences  

Abstract 

Tug-of-war festival of Horimatsu Sumiyoshi Shrine was propagated from 

Wajima Sumiyoshi Shrine. There are believed to roots on Kyushu, East Asia．

Sumiyoshi shrine is revered as the god of sumo. And they also perform sumo 

at Horimatsu Sumiyoshi Shrine. The sumo ring is made of reuse rope of the 

tug-of-war．This festival is held in rainy season and has a history of 250 years 

since 1767. The purpose of this festival is the flood control of the Konmati 

River. In the background, there is "Ryujin faith". The unique lanterns are built 

at the festival and illuminate a variety of events.When we carry this lantern, it 

becomes Kirico. It can be considered to be the prototype of the Kiriko Festi-

val. 

Techniques of the body on tug-of-war festival as pulling, lifting Kiriko, 

sumo wrestling, etc, are based on their labor skills. This festival is regarded as 

physical arts in which the community has united, collaborated, and coexisted. 

The purpose of the ritual is in the tug-of-war festival, it is expressed in the 

shinto ritual prayer. 

The contents of ritual prayers tug-of-war festival are "They offer God the 

sea and mountain bounty, play flute and drum, decorate with lanterns, pray to 

God the peace of our country, enjoy the tug-of-war for God. And purify the 

sins of Horimatsu's villagers in order to be forgiven，they also desire the health 

and rich harvest". Tug-of-war festival will give the residents order as a symbol 

of regional. It seems to have functions of group integration and confirmation 

of identity. Horimatsu district has problem with the declining birthrate and 

aging population, depopulation is remarkable. Inheritance of the festival is 

effective for maintaining the area. 

Keywords: tug-of-war festival, Kirico, techniques of the body 
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綱引き祭りの真正性： 

能登半島堀松住吉神社綱引き祭りの事例 

金沢星稜大學 大森重宜 

一、序論 

民俗学者折口信夫は日本の祭りは他界から来訪する神（まれ

びと）を迎え，その呪言を聞き土地の精霊が誓いの言葉で返答す

る儀式であり，服従を表す儀式を分かりやすく表現し，神と人々

が供え物を共食し，歌舞を演じる饗宴を行うことであり，これが

芸能の始まりであるとした。１また，柳田國男は「祭り」が「祭

礼」に変わるのは見物と称する信仰を共にせず，審美的な立場か

ら眺める群が生じさせる時であり，祭りの祭礼化が神幸行列を華

美にし，山車，舞い踊りなどの奉納催事が盛大に行われるように

なった。また日本の在来の運動競技は，ほとんどその全てがこの

種祭の日の催し物に始まり，遊び，芸能，競技などは祭りに起源

があるとしている。２
 

石川県能登地方は半島という地理的閉鎖性により独自文化

を形成し，多くの民俗行事，伝承文化が現存する。2009 年 UNESCO

の世界無形遺産に登録された農耕儀礼「あえのこと」１），2016 年

山・鉾・屋台行事として登録された「青柏祭の曳山行事」２）など

数多くの祭りが行われる。国重要無形文化財は 6 件，指定無形民

俗文化財は 84 件で現在も祭り，民俗の宝庫とされる。また，2011

年能登半島は佐渡と共に先進国として初めて世界農業遺産３）に認

定された。世界農業遺産は単なる遺跡，遺産ではなく人々の生活

のシステムそのものが継続されていることを重視しており，能登

半島が認定された要因の一つは数世紀にわたる祭・文化の継承が

見られるためである。その能登半島の代表的祭りは「キリコ祭り」

である。2015 年には「灯り舞う半島 能登 ～熱狂のキリコ祭り～」
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として日本遺産（Japan Heritage）４）に認定された。キリコ祭りは

能登半島の約 200 地区で実施され，担ぎ出されるキリコの総数は

900 基以上である。キリコ祭りは神輿の御旅所への御神幸の際，

キリコあるいは奉燈と呼ばれる巨大な御神灯が氏子達により神

輿の先導，側役として担ぎだされる。最大で重さ 2ｔ，高さ 15m

のキリコを 100 人で時には粛々と，時には舁き，担ぎ上げ激しく

練り回り，地区同士でその威勢を競い合う。キリコに神霊を招き，

担ぎ手の狂喜乱舞をもって饗応することにより神威を高め，五穀

豊穣また海の安全と大漁，あるいは水を介する疫病への防疫など

を祈願する。キリコには神々の依り代としての神籬・御幣が据え

られ山車としての性質，意味を有し，少なくとも江戸時代には存

在していた。能登半島は北前船が主要交通路であった時代，日本

海を介して各地との交流が行われる日本海文化の交流拠点であ

り，この能登半島のキリコ・灯籠文化が北上し，秋田の竿灯祭り，

青森のねぶた祭りなど東北の祭りに影響したとの説もある。 

綱引き祭り５）が行われる能登半島志賀町堀松地区は，世帯数

74 戸，人口 207 人の少子高齢化が進んだ過疎の農村地域である。

（2016 年現在）堀松住吉神社綱引きは毎年 7 月第 3 日曜日，堀松

住吉神社で行われる奉納神事であり，1973 年志賀町の無形民俗文

化財に認定されている。その歴史は 1767（明和 4）年に神主宮谷

家 15 代の宮谷遠江守義隆が実家の輪島市の住吉神社
６）

で行われ

ていた綱引き神事を伝えたことに始まる。祭りでは綱引きの前に

子供相撲，相撲，太鼓が奉納された後，綱引きが行われる。また

1970 年代まではキリコ（奉灯）が担ぎ出されていた。綱引きは青

年団が勧進元となり，住民，帰省者，観光客が浜方と山方に分か

れて綱を引き合う。浜側が勝てば豊漁，山側が勝てば豊作と伝え

られる作占の祭りである。綱は巻かれた状態で青年団員達に担が

れ，神社から通りに運び出される。綱の両端を青年団員が阿吽の

呼吸で浜方，山方へそれぞれに全力疾走で引き張り，瞬時に綱引

き合戦が始まる。青年団は中立の立場で御幣竹，髙張提灯を持ち，
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「ドンべ」と呼ばれる中心の印の動きにより勝敗を判定する。引

き綱は長さ約 73m，直径 15 ㎝，注連縄と同じく左縄に編まれる。

竹の芯を入れるなど特異な綱作りの技術が伝承され，奉納相撲が

行われる土俵は前年度の綱を使用して作られる。 

本稿では，この能登半島の堀松住吉神社の綱引き祭りを身体

運動文化と捉え，奉納される相撲，綱引き，キリコ（奉灯），御

神灯を研究対象として調査し，身体性と真正性を検討する。 

1 折口信夫《古代研究Ⅰ－祭りの発生》中央公論社 2002，373-379。 

2 柳田國男《柳田國男集第十巻 日本の祭り》筑摩書房 1969，182-189 

二、堀松の綱引き 

（一）綱打ち 

綱引きに先立ち藁や竹で綱を作り上げる「綱打ち」が行われ

る。綱を龍や蛇と見立てる綱蛇体現や竜神信仰の背景を持つが，

現代の参加者にはその意識は薄い。日本では素戔嗚尊の八岐大蛇

退治神話が基となり広まったとされるが，揚子江下流から水稲稲

作文化と共にアジアの広域に伝播したと考えられている。龍蛇の

ほか綱をイナムラと見立てる場合や，相撲の土俵として使用され

る地域もある。堀松地区では綱を次年度の相撲の土俵に用いる。

綱打ちは，まず綱のより元として地面に杭を 2 本打ち込み，その

杭に縄を編むための轆轤を固定する。荒縄 15 本（過去は 13 本）

を縒り合わせて細縄をつくる。次に 3 束の細縄を合わせて大縄を

編み上げる。轆轤に 3 束の縄を取り付けそれぞれ右巻きに撚りを

かけ締め上げる。この時、強度を上げるために縄に水をかけ湿ら

せ，3 束の綱の芯として割った真竹を入れ込む。周囲 22 ㎝の真竹

を太さ 7 ㎝、長さ 8ｍに揃え，さらに幅 5～6 ㎜の竹籤を綱にねじ

込ませる。綱の正中にドンベと呼ばれる藁房を結び付ける。綱引

きの勝敗はこのドンベの最終位置により決定する。最終的に綱打

ちにより 100ｍの縄が 70m となる。（図 1）この綱を左右両端から

渦巻に巻き，綱を積み重ねて上下を 2 本の孟宗竹で挟んでこれを
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固定させる。祭り当日，この大綱を神社拝殿に供え清祓いの儀式

を行う。 

 

図１ 綱打ち 

（二）綱引きの神事 

奉納相撲，綱引き行事に先立ち，午後 6 時 30 分ころ堀松住

吉神社拝殿にて綱引き祭りの神事が執行される。その次第は浅略

（神楽太鼓），修祓，綱引き祭祝詞７）８）奏上，玉串奉奠，浅略（神

楽太鼓）である。その際，神前に奏上される綱引き祭りの祝詞は

「杉の御神木が聳え立つ丘の上に鎮まる住吉神社の神の前に謹

み敬い願いを申し上げます。古より 7 月 23 日と定め神々に捧げ

ようと，海の物、山の物を供え、笛，太鼓を打ち鳴らし御燈を張

り廻らして献上し，大勢の堀松の里人，男子等が社の前に左右に

分かれて綱引きの神事と祝いの言葉を捧げることを穏やかにお

聞きいただき，この国が変わることなく永遠に平穏で輝く国であ

ることをお願い申し上げる。さらに堀松の里人たちの咎を許して

いただき、人々が健康であり秋の実りが豊かでありますようお守

りください。」という内容であり，綱引きを奉納することにより

神々を慰め，楽しんでいただき，これにより神々の神威を高め地

域の守護を願う。 

（三）奉納相撲 

堀松住吉神社の創建は不詳であるが，本社は住吉大社９）であ
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る。住吉大社の「住吉松葉大記」には、往古の住吉大社年中行事

のうち，相撲会の神事が最も壮麗で盛大なものであった。また，

伝説として 810 年～823 年（弘仁年間）住吉大社の相撲会におい

て最強を誇った近江国の力士ハジカミは無敵であり，対戦相手が

いなくなった。相手を求め行司志賀清林は，神前の注連縄をとり

力士ハジカミの腰に纏わせ，ハジカミと相撲をとって腰のしめ縄

の垂れに手をかける者があれば、これを勝ちとするとした。しか

しハジカミに勝るものは無く誰もこのしめ縄に触れることがで

きなかったという最高位横綱の起源説がある。現在，大相撲３月

大阪場所に先立ち，住吉大社において公益財団法人日本相撲協会

奉納による「手数入奉納（横綱土俵入）」が行われる。この横綱

伝説の故事に因み，第一本宮前の御神木に横綱による注連縄の奉

納が行われる。つまり住吉神社と相撲は関係が深く，相撲の神と

して崇められてきた歴史があり，堀松住吉神社綱引き祭りと相撲

は緊密な関係を持つのである。 

堀松住吉神社綱引き祭り奉納相撲の神事で祭主が神前で奏

上する奉納相撲祝詞１０）は，「住吉神社の神々に願いを申し上げま

す。毎年恒例の一年に一回奉納される住吉神社綱引き祭りの奉納

相撲に志賀町の益荒男たちが集まり，その中で寄り倒し，投げ，

拉ち，勝ち抜き大関に適う者が雄叫びをあげ，競い合った輩たち

とその喜びを神々に捧げます。神々の恩恵により相撲の道に励み，

この栄誉を未来にお伝え戴き，健康と仕事の充実，家族の幸をお

願いします」という内容であり，相撲を奉納することにより神々

の神威を高め，これにより住民の幸せを願うという目的を持つ。

相撲は午後７時頃，先ず子供相撲が始められる。午後 8 時頃から

一般の部の稽古が行われ，8 時 30 分頃から取り組みが始まる。一

番勝負、三人抜きなどが行われ，勝ち力士には日用雑貨等の賞品

が与えられる。9時30分ころ五人抜きをもって大関が決定される。

大関は単に力士としての力量のみではなく、日頃の精励精進が当

日の相撲に反映され，五人抜きは同輩との厳しい稽古のような
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「かわいがり」の末に達成される。 

大関の決定後神社拝殿で大関任命神事が行われる。（図２）

浅略神楽，祝詞奏上，玉串奉奠，浅略神楽，御神酒拝戴の後，大

関には祭主より竹御幣，御神酒が授与され，大関，綱引き祭り主

催者，青年団員が御神酒を拝戴する。その後，拝殿より競い合っ

た力士たちの騎馬（マー）に跨り（図３），綱引き会場へ向かい

祭りの参加者から祝福を受ける。力士は志賀町，また近郊より参

加するが，近年は 10 人程度と少なくなっている。最盛期の 1960

年代は参加者が多く，大関の決定までに長時間を要していた。そ

の後奉納相撲と綱引きの間に太鼓(図４)などの芸能などが奉納さ

れ，神社前では綱引き祭りに対する人々の興奮は徐々に高ぶる。 

  

図２ 大関決定の奉告神事 図３ 大関と力士騎馬 

 

図４ 芸能太鼓の奉納 
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（四）綱引き 

「ヤッショー，ヤッショー」の掛け声で青年団が神社拝殿か

ら大綱を担ぎ上げ，綱引き場の通りへ移動する。まず山側，次に

浜側へ掛け声とともに練り歩き，祭場の人々のボルテージは上が

る。(図５)その後神社前に建てられた御明燈前が中心になるよう

綱が解かれる。浜側，山側両方の先端部分を青年団が 2 名ずつ持

ち，合図とともに山，浜側に疾走する。綱が張られたと同時に人々

は綱に群がり綱引きが始まる。勝敗はドンベが山側，浜側どちら

にあるかで決まり，勝者側には綱引き祭り祭主より竹御幣が授与

される。しかし綱引き参加者は山，浜どちら側に与しても構わず，

山側、浜側の立場が決まっていないため勝利者側に授与される御

幣の被授与者は偶然的に決まる。(図６)また時には綱が切れて引

き分けとなることもある。 

  

図５ 住吉神社から担ぎ出さ

れる綱を 

図６ 御明燈と竹御幣を中心

に浜側，浜側，山側そ

れぞれへ担ぎまわる山

側に分かれての綱引き 

三、綱引き祭りの構造 

（一）御燈とキリコ（奉灯） 

過疎化，少子高齢化が進む以前，青年団員が多数存在した昭

和 40 年頃には綱引き，相撲のほかに奉灯（キリコ）が担ぎ出さ



身體文化學報 第二十六輯 

88 

れていた。能登半島のキリコの文献での初見は，堀松綱引き祭り

を伝えた輪島住吉神社の「当社祭礼定書」1646（正保 3）年にお

いて 7 月 24 日の大祭（夜祭）に「切籠（キリコ）はしばしば神

輿に近づくので，引かせるように」と記述されている。この時代，

既にキリコを担ぎ，祭りを盛り上げ楽しむ様子を見ることができ

る。また，大型のキリコは，1777（寛政 8）年の加賀藩士・大田

頼資『能登名跡志』（地誌）に輪島の夏祭りに「大灯籠」と記載

されている。その他 1731（享保 16）年の穴水町の『美麻奈比古

神社並びに白山権現社縁起』に氏子が戸ごとに燈籠を捧げるとの

記録がある。また『当社三所六月晦日夏越御神事之儀式帳』1758

（宝暦 8）年には 6 月 30 日の夏越祭に，29 日ひづめ地区の川辺

に松明を立て，氏子中が切籠あるいは灯燈を献ずるとある。この

儀式帳に切籠(キリコ)あるいは灯燈とあることから切籠は灯燈と

同義であることが理解できる。キリコは神事として神々を導く標，

神輿を照らす松明，行燈，大提灯であり，同様の目的と機能を持

つと考えられる。さらに 1792（寛政 4）年，1793（寛政 6）年の

同社『毎年諸祭式並料物神納留め』に申の下刻（午後 4 時頃）に

切籠が神社に上り，末社稲荷神社前に切籠(キリコ)が揃って新町

や縄手より来た。と夏越祭の描写がある。文献上のキリコ（切籠）

は、提灯，行灯，燈籠，灯燈，奉灯など地域や時代による違いと

変化，発展過程があり，その変遷は地域ごとに異なり伝播，成立

は一様ではない。能登町鵜川で引き出される大型の袖キリコ「に

わか」は，豊漁，海上安全を祈願し，凛々しい武者絵を描いた行

燈であり，「御燈」から「にわか」，「キリコ」へ変化する発展過

程であるとみることができる。堀松綱引き祭りで据えられる御燈

は，祭りでの存在意義，その形状や輪島，穴水のキリコに関する

文献の記載から推察すれば，据え置かれたキリコが担ぎ出される

キリコの前段階，原型の一つであると考えられよう。現代のキリ

コには表面に文字，裏面に絵図が描かれており，最も盛大と称さ

れる石崎奉灯祭りでは表面に「魚満浦」「智仁勇」「銀鱗飛躍」な
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ど大漁祈願と担ぎ手，若衆の心意気，裏面に漁師と海の関係を示

す浦島太郎や鯉仙人，恵比須などが描かれる。七尾祇園祭では表

面に「破天荒」「牛頭天王」「飛彩」，裏面に前田利家，川中島合

戦，源義経などの武者絵が多く，特に法則や規則はない。夏祭り

（納涼祭，夏越祭）に神々の道標や神輿を照らす役割をもつキリ

コが，それ自体を担ぎ出し，太鼓，鉦，笛に囃され舁き，練り廻

るように変化したと考えられる。 

堀松綱引き祭りでは，祭主の祝詞に「御燈波百張千張爾張里

廻支献介奉里氐」と綱引き祭りに御燈と表現された灯籠が林立さ

れる様子が述べられている。現在その数は少なくなっているが綱

引き祭事場の中心に立てられる。現在の御燈には史記の李将軍伝

讃「桃李不言下自成蹊（桃李もの言わざれど下自ら蹊を成す）：

桃や李は何も言わなくとも美味でありためその下には自然に道

ができる」，論語の「人無遠慮必有近憂（人遠き慮り無ければ，

必ず近き憂え有り）：遠い将来のことについてきちんとした考え

を持っていないと，必ず近いうちに困ることが起こるもの」，司

馬遷の伯夷列伝「天道無親常与善人（天道は親なし，常に善人に

与す）：天道は公平無私であって常に善人に味方する」，老子の「九

層之台起於累土（九層の台は累土より起る）：九層もの高層の建

築物も僅かな土を積み上げることから始まる」，易経の「積善之

家必有全慶（積善の家には必ず余慶あり）：善行を積み重ねた家

にはその報いとして必ず幸せが訪れる」，淮南子人間訓「有陰徳

者必有陽報（陰徳ある者は必ず陽報あり）：人知れずよいことを

行う者には必ず目に見えてよいことが返ってくる」などの人生訓

が書かれている。現在は先代宮司宮谷典昭氏が御燈に書き記した

漢詩などを新調する際に氏子が模写している。(図７) 
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図７ 綱引き祭り御燈と石崎奉灯祭のキリコ 

（二）米町川と竜神信仰 

堀松地区には二級河川米町（こんまち）川が流れている。石

川県米町川水系河川整備基本方針石 2014 によると米町川は富来

町の山中を源として草木川，長田川，仏木川等の支川を合わせ，

河口近くで最大の支川於古川と合流して，日本海に注ぐ流域面積

約 113km2，幹川流路延長約 17 ㎞である。その流域は志賀町を中

心として羽咋市，富来町，鹿西町，中島町，鳥屋町の１市５町に

またがる。歴史的に米町川の氾濫は地域の死活問題であり，近年

でも 1958（昭和 33）年７月の洪水で米町川及び於古川が氾濫し，

下流部から中流部の広範囲にかけて床上浸水約 300 戸，床下浸水

約 700 戸の甚大な被害が発生した。さらに 1961（昭和 36）年 6

月の洪水では河口付近の高浜町地区を中心に 100 戸を越す浸水被

害が生じた。近年では 1985 年７月の洪水により米町川中流部で

床上浸水 14 戸，床下浸水 34 戸の被害が生じている。堀松住吉神

社宮司宮谷充紳氏は，古くから堀松地区がこの米町川の氾濫に苦

慮してきた歴史があり，綱引き祭りはこれを鎮める目的があった。

として綱引き祭りと米町川の関係を指摘する。これは綱を龍や蛇

と見立てる「綱蛇体現」を示すものであり，水神としての竜神の

霊力による祈雨治水・豊穣祈願がこの綱引きの目的である。堀松
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の綱引き祭りが 7 月 23 日に行われてきた歴史から，梅雨時の米

町川の氾濫を鎮めるための祈願祭としての意味がある。そして竜

神信仰１１）が背景にあり，潜在的に祭りの成立と継承に影響して

いる。 

（三）堀松綱引き祭りの身体技法 

身体技法（techniques of the body）１２）は，社会学者マルセル・

モース（Marcel Mauss）が提唱した身体の使い方が如何に社会に

よって条件付けられたかという考えである。人類学者川田順三は，

身体技法を最広義には，反復によって身についた身体のある部分

の協調と運動連鎖の総体。世代を超えての持続性，身体技法を共

有する人々との「共属感覚」のもととなる集合的性格が重視され，

人類の文化を研究する上での非文字資料として重要性があると

している。3 また身体技法としての歩き方，農耕や漁労における

身体の使い方，食べ方，座り方，眠り方など，文化の多様性がも

たらす多様なモノ＝物質文化が介在する度合いが増せば，身体技

法もそれに伴って文化による多様性を増す。つまり種内的

(intra-specific) で 通 文 化 的 (cross-cultural) な い し 文 化 間

(inter-cultural) から，文化内的(intra-cultural) な性格を，より強く

帯びるようになるとしている。１３）綱引きは東南アジア，日本を

含む東アジアの稲作地帯に多く分布し，稲作を中心とした生活に

根付いた男女が対抗して行う性的豊穣儀礼や年占
１４）

・作占
１５）

と

して行われてきた。このアジアの稲作地帯という地域的特性と伝

播，歴史から身体技法に則った身体運動文化と言えよう。 

農業を生業の中心としてきた堀松地区の人々にとって，自然

の脅威米町川の氾濫が環境条件であり，身体運動文化としての祭

りを継承してきた背景でもある。綱を舁く，担ぐ，引く。さらに

キリコを担ぐ，相撲の廻しをとるなどの祭りでの身体運動は，稲

作のために泥地に身を投じ作業を行ってきた人々の労働形態の

延長にあり，川田が定義した身体技法を共有する人々との共属感

覚の基となる性格がそこにある。川田はある程度以上の距離をか
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なりの嵩と重量のモノを運ぶ方法は，ヒトの身体能力を基盤とし

て作り出され，ある範囲の人々に共有される文化となり，地球上

の多様な地域に多様な形で見出されるとしている。綱引き祭りの

綱打ち，綱，騎馬上の大関，モノ，ヒトを運ぶ身体技法は人々の

共有のものであり，生産性の維持向上のために地域が結束，協働

する基盤でもある。能登半島には烏帽子親制度１６）があり，さら

に志賀町には義倉制度１７）も存在した。堀松の綱引き祭りは，こ

れらの地域継続のための社会制度と身体技法に則った地域の結

束と稲作における労働の互酬制度としての身体運動文化と捉え

られよう。また，川田が提唱する「生産性と経済効率に従属させ

られた人間の再生」という重要課題解決のための一つの方向が見

られるのではないだろうか。そしてこの人間の再生こそが祭りが

持つ力，地域独自の身体運動文化の役割，機能といえよう。 

3 川田順三〈ヒトの全体像を求めて，身体とモノからの発想〉《年報人

類学研究》1 .(2011)，1－16。 

四、過疎化と綱引き祭り 

（一）社会問題としての過疎化と産業構造の変化 

総務省によれば，日本は 1950（昭和 30）年代以降の高度経

済成長に伴い，農山漁村地域から都市地域に向けて若者を中心と

して大きな人口移動が起こり，都市地域への人口の集中による過

密問題が発生する。一方，農山漁村地域では住民の減少により地

域社会の基礎的生活条件の確保にも支障をきたす過疎問題が発

生した。人口が著しく減少したことにより，地域社会の機能が低

下し，生活水準及び生産機能が他の地域に比較して低位にあるこ

とが過疎地域の課題として捉えられている。また国立社会保障・

人口問題研究所によれば日本は，2008 年から人口減少時代とな

り，今後人口減少による消費・経済力の低下等が懸念されている。

都市圏では，地方からの人口流入により，今後も一定期間は人口

の増加が継続すると予測されるが，地方都市では人口を維持して
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いくことも困難な状況にある。志賀町においては，1970 （昭和

45）年まで人口が急激に減少し，1985 （昭和 60）年までは緩や

かな人口減少が続き，その後再び急激な人口減少となっている。

65 歳以上の人口比率は増加を続け，15 歳未満，15～64 歳の人口

は減少傾向にあり，日本，石川県と比較して 65 歳以上の割合は

高く，65 歳未満の割合が低くなり少子高齢化が著しい。また男

女別では女性の 65 歳以上の割合が男性と比べて年次的に高く

なっている（1985 年：5 ポイント差→2010 年：9 ポイント差）。 

志賀町人口ビジョン 2015 によれば，志賀町の産業従事者は

国と比較して第１次産業の割合が高いが，その絶対数は減少傾向

にある（国 4％，石川県 3％，志賀町 11％）。産業別では「製造業」

「建設業」「卸売業・小売業」の従業員数が多く，「電気・ガス・

熱供給・水道業」の従業員数が他都市よりも比較的多いことが特

性である。これは，1993 年に志賀町赤住地区に北陸電力志賀原子

力発電所が開設されたことによる周辺地域の産業構造の影響が

ある。また，志賀原子力発電所は，東日本大震災による日本の原

子力発電を取り巻く環境の変化し，さらに志賀原子力発電所地下

の活断層の有無に関する議論が地域住民，専門家またメディアを

通して広く続いているため，その再稼働は不透明である。この原

子力発電所の諸問題は，志賀町をはじめ近隣の市町村，殊に隣接

の堀松地区の産業構造，過疎化，少子高齢化問題に複雑な要因を

孕ませることになっている。つまり町全体の生活基盤が原子力発

電所に依存する形となり，インフラが整備され，その原子力発電

所の稼働停止が長く続く中，堀松地区住民は精神的にも生活状況

でも不安定な状況にあるといえる。 

（二）綱引き祭りの機能 

日本における祭りは，神をまつること。祭祀，神事，祭礼と

もいう。神霊を招き饗宴をもって歓待し慰撫して，神威を高めそ

れに浴する儀礼をいう。
４
これは日本における神事・儀式として

の祭りの定義であり，綱引き祭りの歴史，儀式としての目的，祭
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りの構造を説明するものであるが，人々の内面や機能を明らかに

するものではない。祭りの定義について文化人類学者森本三郎は，

祭りの研究者たちが記号学者 M・ド・マリニスの「日常の労働か

ら切りとられた労働を免除された時間つまり儀礼，儀式，見世物

などの形態をとった空間的時間的容器」である。といった最少の

特徴により曖昧に定義する立場。人類学者 R・J・スミスの「労働

の不在に加えて儀式の場，楽しさ，意図を同じくする共同体，参

加，聖性，娯楽時間，繰り返しと周期性，対立のシンボリズム，

規範の転倒」など祭りの多くの必要条件により祭りを限定的にし

ようとする立場で揺れ動いてきたと指摘している。しかし周期性

（periodicity），共同体関与（community involvement），聖性（holiness 

divergence from normality）を共通点としている。5 周期性は繰り返

し行われることを指し，共同体関与は祭りがその本質によって共

同体を定義することによりその集団の秩序と維持存続させる。聖

性は祭りが象徴として固有の規則を生じさせることで日常（ケ）

から非日常（ハレ）へ離脱させることである。 

森本が指摘した祭りの機能は，集団集約機能とアイデンティ

ティ確認欲求充足機能である。6 日本の祭りは，五穀豊穣，大漁

祈願，家内安全など参加者の幸福を祈願すること。神々，祖先，

死者の慰撫のためのものとして認識されている。竹沢尚一郎は，

この祭りという儀礼の持つ機能は，象徴を規則正しく活用するこ

とで人間の内と外の自然に秩序を与えることとしている。７綱引

き祭りは外なる自然としての治水と五穀豊穣，原子力発電所，あ

るいはその周辺に関する諸問題，内なる自然としての集団集約機

能とアイデンティティ確認欲求充足機能の充足が地域と個人に

秩序をもたらしているといえよう。そしてこの秩序が祭りと地域

の継続に機能していると考えられる。 

堀松の綱引き祭りが 250 年の長きにわたり継続してきた背景

には，歴史的に米町川の氾濫を鎮めるための竜神信仰が潜在し，

祝詞に見られる五穀豊穣，生命の維持と地域の存続の祈願がある。
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少子高齢化，過疎化の著しい農村にあっても地域の祭り文化は集

団を集約させる機能を持ち，そして集団集約と秩序は人々の生活

の術として必然であったといえよう。一方，農林中金総合研究所

2015 によれば，日本における減反，米価の低価格化などの農業環

境は激変している。国の農業構造目標は，担い手の数より農地集

積面積を重視することであり，その担い手は認定農業者，集落営

農が想定されており，稲作を中心とした農業者達の集約は小規模

な兼業農家などは農業の担い手ではない。この状況下，稲作に依

存しない傾向にある現代の住民達の祭りへの態度は変容し，日本

独特の稲作中心とした地縁を鍵とする村落共同体の変容が祭り

の意味，機能に影響していると考えられる。稲作の生産性を維持

するための協働・互酬は絶対条件であり，祭りは集団集約のため

の必然であった。しかし日本の農業の機械化と米価の低価格化な

どは，稲作の生産性を高めるための結束・集団集約を希薄化させ，

稲作労働の延長にある身体技法は喪失の危機にある。この状況に

おいて祭りの持つ機能は，稲作のための集団集約機能より祭り自

体のため，地域の統合のための個としてのアイデンティティ確認

欲求充足に役割がシフトしていると思われる。 

祭りを人々が繰り返し象徴として使用することによって，意

識や感覚が日常と違った非日常的次元に達し，自らのアイデンテ

ィティを感覚的に確認できる状態となり初めて祭りになる。堀松

の人々はほぼ全員が象徴としての綱引き行事は当然として何ら

かの形で参加し，アイデンティティ確認欲求を満たすことができ

ているのではないだろうか。それは年に一度の御燈が醸し出す空

間，通りの賑わい，相撲の迫力，綱引きの緊迫感，楽しみ，そし

てノスタルジーが非日常を生み出し，周期性と聖性は象徴の根本

となり，共同体の一員としての再確認により綱引き祭りはイベン

トではなく伝統的祭りとして継承されている。 

4 薗田稔《神道史大辭典》吉川弘文館 2004，899-901 

5 森田三郎《祭りの文化人類学》世界思想社 1990，133-136 
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6 森田三郎《祭りの文化人類学》世界思想社 1990，140‐142 

7 竹沢尚一郎《象徴と権力 儀礼の一般理論》勁草書房 1987，17-18 

五、結論 

本稿は日本の祭りで行われる奉納催事を身体運動文化と捉

え，石川県能登半島の堀松住吉神社の綱引き祭りで奉納される綱

引き，相撲，御燈，キリコ（奉灯）を対象として調査し，その構

造と機能，維持継承に関する課題を身体性と真正性を検討した。 

祭りの定義付けは困難である。しかしその必要条件は周期性，

共同体関与，聖性である。堀松住吉神社綱引き祭りは，この周期

性，共同体の結束，聖性の必要条件を満たすことにより継承され

てきた。この綱引き祭りは 250 年の歴史を持ち，毎年，梅雨時期

に地区の住民総出で行われてきた。その背景には治水のための綱

を龍や蛇と見立てる「綱蛇体現」，「竜神信仰」が潜在する。綱引

き祭りは広くアジアの稲作地帯に多く分布し，稲作を中心とした

年中行事として生活に根付いた性的豊穣儀礼や年占・作占として

行われてきたが，堀松の綱引きは能登半島輪島住吉神社からの伝

播であり，九州そして東アジアにルーツを持つ。また住吉神社は

相撲の神と崇められており，堀松においても奉納相撲が行われ，

その土俵は綱引きの綱を再利用している。 

綱引き祭りを照らす御燈は，日本遺産能登半島キリコ祭に担

ぎ出されるキリコ（奉灯）の原型と見做すことが出来る。綱引き

祭りの御燈は本来，相撲，綱引きなどの奉納行事を照らす目的を

持つが，綱引き場の中心に据えられ，祭りのシンボル的存在であ

る。能登半島各地でこの御燈自体を担ぎ上げ，舁き，練り回るよ

うになる過程で，切籠(キリコ)は神々を導く標、神輿を照らす行

燈，大提灯，にわかとしての意味，目的を持ち，人々の遊び，楽

しみのキリコ祭りへと変化したと考えられる。身体技法として綱

を舁く，担ぐ，引く。さらにキリコを担ぐ，相撲を取りとるなど

の身体運動は，稲作のための人々の作業，労働技術の延長にあり，
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共属感覚がそこにある。生産性の維持向上のため地域の結束，協

働は必然であり，綱引き祭りはその役割，機能の礎としての身体

運動文化と捉えられる。 

綱引き祭りの神事，儀式としての目的は，神前に奏上される

綱引祭祝詞に表されている。祝詞は，綱引きの神事を楽しむ様と

祝いの心を捧げ，国の平穏を願う。さらに堀松の里人たちの健康

と秋の豊かな実りを願う内容である。神事としての祭りを執行し，

象徴として厳粛に規則正しく活用することで人間の内と外の自

然に秩序を与える。綱引き祭りは，外なる自然としての米町川の

治水と五穀豊穣を祈願することは人々の生活としての必然であ

り，内なる自然としての集団集約機能とアイデンティティ確認欲

求充足機能が，地域と個人に秩序をもたらしている。現在の少子

高齢化，過疎化の著しい堀松地区にあって，綱引き祭りの独特な

身体技法の継承が祭りを継続させ，地域を維持する役割を担って

いる。 

堀松住吉神社綱引き祭りは能登半島の稲作地帯の身体技法

に則った身体運動文化であり，地域を存続させる要因といえる。

しかし，近隣での原子力発電所の開所と稼働停止は，産業構造を

激変させ，地域住民の暮らしそのものが激変している。これによ

り人々の価値観は変容し，祭りの意義と機能は新たな局面にある

といえよう。 

この綱引き祭りの構造は，現代日本における最高課題の一つ

地域創生のための諸問題，課題が集約されており，産業構造の変

化，少子高齢化，限界集落化する地方の祭りの継承，また日本の

エネルギー問題の観点から調査研究を継続する意義があり今後

の課題である。(図８) 
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図８ 堀松住吉神社綱引祭の構造と継承の課題 

注： 

1.能登半島の能登町や穴水町、門前町や珠洲などで行われている迎えの

祭。「あえ」は「饗」であり「もてなし」を意味し，「コト」は「まつ

り」を意味するといわれる。例年 12 月 4 日あるいは 5 日に神棚の

下などに種籾の俵をおき，山から切り出した栗の若木を箸に見立て饗

応する。主人は紋付袴の正装で田に向かい,田の神を迎え，扇の上など

に乗せて家にお連れし床の間の神座に案内する。祭る人の目には見え

ない神を，あたかも目に見え，来臨しているかのように遇する。田の

神は，長年の間，泥のなかに留まって田を守ってきた等の理由で盲目

である。入浴を勧め，風呂の使い方を説明する。身を清め神座につい

た神に膳のご馳走の内容を説明し，神の恵みを感謝する。神はそのま

ま年を越し，2 月には再び 12 月とおなじく正装した主人に送られ田に

帰る。主人は山に入り松の若木を切り「若松様」を作り，神座の種籾

に立てる。そして翌 12 月の祭りと同様膳を用意し，田の神を饗応，

入浴していただく。そして神籬としての種籾俵に飾った松を雪中に立

て，三度鍬を振って田打ち行い神を田にお帰りいただく。 
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2.青柏祭の曳山行事は，石川県七尾市の大地主神社の例大祭「青柏祭」

で奉納される山車の曳行行事である。1983 年（昭和 58 年）に国重要

無形文化財に指定され，2016 年，ユネスコ無形遺産に登録された 33

件の山・鉾・屋台行事の一つである。青柏祭では鍛治町，府中町，魚

町の三町の山町から山車三台が曳行，奉納される。山車の形状は，末

広形で北前船を模したものとも言われる。高さ約 12m，上部の開き（長

さ）約 13m，幅・上部約 4.5m，下部（車輪間）約 3.6m、車輪の直径

約 2.1m，幅約 0.8m，重量約 20ｔで，山車として体積，重量は日本最

大である。山車の前面は歌舞伎舞台を屋台と人形により厳かに飾り立

て，道幅ぎりぎりに巨大な山車屋台が曳行される。 

3. 世界農業遺産（ Globally Important Agricultural Heritage Systems

（GIAHS））は 2002 年，食料の安定確保を目指す国際組織「国際連合

食糧農業機関」（FAO、本部：イタリア・ローマ）によって開始され

たプロジェクト。創設の背景には，近代農業の行き過ぎた生産性への

偏重が，世界各地で森林破壊や水質汚染等の環境問題を引き起こし，

さらには地域固有の文化や景観，生物多様性などの消失を招いてきた

ことが挙げられる。その目的は，近代化の中で失われつつあるその土

地の環境を活かした伝統的な農業・農法，生物多様性が守られた土地

利用，農村文化・農村景観などを「地域システム」として一体的に維

持保全し，次世代へ継承していくことである。能登半島は地域主体の

管理のもと何世紀にもわたる農林産物の生産，持続的な生物資源の利

用保全の継続とそれにより育まれた「多様な生物資源」，「優れた里山

景観」，「伝えていくべき伝統的な技術」，「文化・祭礼」と「里山里海

の利用保全の取組や環境教育」など，能登は地域に根差した多様な資

源が集約された地域であり，その総合力が世界に高く評価された。 

4.日本の文化財や伝統文化を通じた地域の活性化を図るためその歴史

的経緯や，地域の風土に根ざした世代を超えて受け継がれている伝承、

風習などを踏まえたストーリーの下に有形・無形の文化財をパッケー

ジ化し，これらの活用を図る中で，情報発信や人材育成・伝承，環境

整備などの取組を効果的に進めていく。文化庁では，地域の歴史的魅
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力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリーを「日本遺産

（Japan Heritage）」として認定し，ストーリーを語る上で不可欠な魅

力ある有形・無形の様々な文化財群を総合的に活用する取組を支援す

るものである。その主旨と目的は①地域に点在する文化財の把握とス

トーリーによるパッケージ化②地域全体としての一体的な整備・活用

③国内外への積極的かつ戦略的・効果的な発信をする。の３つである。 

5.一本の綱を二組が引き合い，一定の地点まで引き込めば勝とする運動

競技。東南アジア，東アジアの稲作地帯に多く分布し，男女が対抗し

て行う性的豊穣儀礼として行われてきた。農始祭に組み込まれ，土地

神に祈りを捧げた後綱引きが行われる。乾季から雨季への移行期に雨

乞いとして行われている地域も多く見られる。日本では，山陰の端午

綱引き，北九州の盆綱引き，南九州の月十五夜綱引き，薩南諸島の漁

労儀礼的綱引き，アイヌの熊祭り綱引きなど構造や意味は多様である。

その分布は東日本では小正月，西日本では盆綱引きとして 7 月または

8 月 15 日が多く，二つの村落間で勝負を行い，豊作，大漁などの年占・

作占として行われてきた。綱引きに先立ち藁や蔓で綱を作り上げる

「綱打ち」が行われ，綱を龍や蛇と見立てる「綱蛇体現」を持つこと

が特徴である。これは素戔嗚尊の八岐大蛇退治神話が基であるが，揚

子江下流から水稲稲作文化と共に伝播したとされる。龍蛇のほか綱を

イナムラと見立てる場合や，相撲の土俵として使用される地域もある。 

6.輪島には海士町があり，そのルーツは北九州福岡県鐘ヶ崎である。毎

年正月・2 月頃に能登へ鮑漁に来て，秋ごろに帰国するという生活を

から 1600 年代初め（寛永年間）に鵜入，光浦に移住し，鳳至町と輪

島崎の間に拝領を許された。この時，北九州に多くみられる綱引き祭

りが伝わった。海士町では腰巻姿の若衆が神輿を担ぎ、奥津姫神社を

出御し，神輿が海に入る入水神事が行われる袖ケ浜へ向かう。入水神

事では神輿に手綱が結ばれ、海中へ進む神輿と陸地から子供が引っ張

り合う。綱引きの時間が長引くほどその年は豊漁になると言い伝えら

れている。 

7.祭祀の時に神前で奏上し，御言として祭りの場に参集した人々に向か
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って宣下する文章。なお古代の祝詞は，古代人の信仰・思想・生活・

言語・文学などの研究にとって貴重な資料である。 

8.堀松住吉神社綱引祭祝詞 

此乃高伎岡爾年経留大杉乃高々爾神佐備坐須掛巻久母綾爾畏伎

住吉神社乃大禦神等乃宇豆乃御前爾仕閉奉留宮司 某 謹美敬比氐

白左久  

古與裡仕奉裡來多裡支常乃例乃隨爾此乃文月乃二十三日乃生日

乃足日登選比定米氐綱引乃禦祭仕閉奉留登志氐禦饌禦酒海川山野乃

種々乃味物乎捧介供閉奉裡笛吹伎太鼓打鳴志禦燈波百張千張爾張裡

廻支獻介奉裡氐此乃堀松乃裡輪乃男乃子供賀禦社乃御前母狹良爾參

來集比右爾左爾立別禮綱引乃神業仕奉裡夜須我良壽言伎仕奉留事乃

由乎大禦心母隠比爾聞食給比氐明津禦神登大八洲國知所食須 

皇禦孫命乃大禦代乎手長乃禦代登堅盤爾常盤爾齋比奉裡五十橿

禦代乃足禦代登幸比給比阿禮坐須皇孫等乎母津賀乃木乃彌継伎継伎

爾栄令米給比皇大禦國乃大禦稜威乎朝日影豊阪登留如久萬外國迄爾

立輝加志米給閉登申須 

言別氐白左久大禦神乃敷坐須此乃堀松乃男女等賀咎過在良牟乎

波見許志聞許志坐氐恵幸比給比各母各母我産業乎母彌進米爾進米彌

勤米爾勤米志米給比隨神乃道爾違布事無久公乃禦法爾背久事無久睦

毘賑毘氐生子乃彌継々爾春山乃賑布秋乃田乃豊介伎裡登在良志米夜

乃守裡日乃守裡爾守裡恵美幸比 

給閉登恐美恐美母白須  

9.摂津国（現 大阪府北西部と兵庫県南東部旧国名) の一宮。全国約

2300 社余の住吉神社の総本社。 

10.堀松住吉神社綱引祭奉納相撲祝詞 

掛介巻久母畏伎住吉神社乃大前爾膝折裡伏世宇奈根突伎抜介氐

恐美恐美白左 久常乃例乃隨々爾一年爾一度仕閉奉留住吉神社綱引

祭奉納相撲爾志賀町乃若伎益荒男等神集比爾集比氐相撲乃技事仕閉

奉裡奴 故今志數多奈留益荒男於寄裡倒支投宜拉宜氐勝知得多留大

関爾適比留 某 雄叫毘母勇麻志久入紐乃同自心登競比支輩共爾大
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前爾參來集比其賀由乎告宜奉裡喜毘奉留狀乎平介久聞志召志給比氐

今母往先母大神乃奇志久妙奈留禦恩頼乎蒙裡奉裡給比氐彌益々爾力

乎増左志米其賀相撲乃道爾勵美給比氐高伎譽禮乎千代爾萬千代乃末

迄輝加志米給比身健彌加爾生業豊介久栄由留家乃幸多伎家登守裡幸

閉給閉登恐美恐美母白須 

11.古代中国の想像上の霊獣である竜に対する信仰で。日本における竜

神信仰は中国の影響を受けながら，その信仰対象は蛇を神格化した

竜である。水の神として農耕生産と結びつき、治水，雨乞行事を川，

沼，池，淵などで行う。農耕儀礼として竜蛇をかたどった藁縄で雨

乞いや綱引き行事が行われる。 

12.身体そのものを道具として，ある目的のために使うための方法。身

体技法は文化や歴史によって異なり変化する。歩き方，水泳法，休

憩，看護など目的に適うために身体を道具として使う時，その方法

は人類共通のものではない。その違いはこの技が幼少期から学習さ

れることにあると考えられている。 

13.ヒトの全体像を求めて‐身体とモノからの発想‐『年報人類学研究』第 

1 号(2011) 

ある程度以上の距離を，かなりの嵩と重量をもったモノを運ぶ

方法も，ヒトの身体能力が基盤になって作り出され，ある範囲の人々

に共有される文化となって地球上の多様な地域に多様な形で見出さ

れる。人身体能力と文化を結ぶ媒介として，「人類働態学」(human 

ergology)の観点を重視すべきである。つまり地域により一様でない

ヒトの身体形質･身体能力と，その地域で入手可能な運搬具の素材，

及び運搬が行われる地形等の生態学的条件下で選択された道具とが

結びついて，その効率が認められ選び取られるからこそ，それがあ

る範囲の人々に共有される「運ぶ文化」になり得る。ヒトをホモ・

ポルターンズ（Homo Portans）と称する。 

14.農・漁業の豊凶，年間各月の天候状況などを占うこと。方法として

は，競争の形をとるものとそれ以外の印によるものとに大別される。

競争では綱引き，歩射 ，石打ち，競馬，競舟 ，棒倒し，相撲など
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があり，粥占，作だめし，炭占，豆占などがある。 

15.年間最初の労働がその年の生業全体に影響を及ぼすという考え。予

祝の意味をこめて行われる。田畑の仕事始めは鍬入れ，作始め，打

ち初めといわれ，正月などの早朝にその年の恵方に当たる田畑へ出

て鍬を入れ，正月飾りや御饌神酒などを供える。 

16.烏帽子親（えぼしおや）は，元服儀式の際に加冠を行う者。烏帽子

（よぼし）親制度は能登地方の擬制親子の習わしである。一旦親子

関係が成立すると実の親子と同様の関係が続けられる。その理由は

一度親戚関係を結んでもその関係が疎遠になるためこれを強化する

ためである。烏帽子親子は、農業や漁業といった親の生産労働に対

する労働力の提供、冠婚葬祭の補助などを行う。親は子に対し経済

的，物質的な援助を行うほか，実の親以上の相談相手となる。この

相互行為としての烏帽子親子は、地域集落の秩序維持や共同体意識

の醸成に役立っている。 

17.干ばつ，凶作の際，窮民を救うために設けた非常米貯蓄制度。 
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