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参与の周縁
―庄内黒川能調査をめぐる自己言及的覚書―

坂　元　一　光

はじめに

本報告は筆者が山形県庄内地方の黒川能に民俗学研究者（fieldworker）として関わっていく過程
を振り返った自己言及的な記録である。調査者が自身の調査過程を振り返るこうした作業は一種の
当事者研究に位置づけられるものでありその記録は近年の「オート・エスノグラフィー（auto-ethnog-

raphy）」 （1）の範疇に包含される。筆者は当初から自覚的にこれらの手法を採用する予定ではなかった
が，入れ子状に組み合わさった二つの研究課題を同時に遂行するなかで，結果的にこうした記述の
様式を採ることとなった。
本報告は科研課題「身体知としての「参与しつつの観察」に関する基礎研究」 （2）においてフィー
ルドへの参与の深度とその身体知的指標の解明を目的に取り組んだ民俗能の現地調査を契機として
いる。筆者の参与の過程を自己モニタリングする調査事例に黒川能を選定し，その500年余にもおよ
ぶ継承の仕組みと能を生きる人々の意味世界に焦点化した調査計画を立てた。それは民俗能の調査
を実施しつつ，同時に調査者自身の参与過程を自己言及的に検討するという入れ子構造をもった研
究計画であった。ただ現段階でこの計画は実質的な成果を得るに至っておらず，本報告では調査過
程それ自体に焦点化し，そこに見いだされた参与への周縁的道筋を提示することにした。具体的に
は民俗能調査のために取り組んだ能楽学習を通じて筆者のなかに生まれた能に対する快美的，趣味
的な感覚，筆者の地元にちなんだ演目の体得や奉納体験のなかで感じた地元意識，中央五流の能に
対する相対的な視点などは，単なる筆者の主観的，身体的な自己変容を物語るのみならず，黒川能
を生きる人びとの意味世界を理解する上での共感的基盤の形成につながっていったと考える。また
本報告において事後的に採用することになったオート・エスノグラフィー的な手法は，研究のこう
した予期せぬ経緯や当事者の主観的側面を描くにふさわしい記述様式であると考えている。以下，
筆者が現地フィールドや能の世界との関わりのなかでとくに記憶に残った経験や自己変容の一端を
調査の時間軸にそって振り返っていくことにしたい。
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１．民俗能の世界へ

（1）黒川能との出会い（平成26年9月）
それは偶然の出会いであった。山形県酒田市での伝統手工芸（「傘福」）の地域資源化に関する調
査が一区切りした頃，現地でお世話になった K氏から酒田市に隣接する鶴岡市の黒川地区に伝承さ
れる民俗能を紹介された。酒田市と鶴岡市を擁する山形県庄内地方には伝統手工芸の他にも様々な
伝統芸能があり，なかでも黒川地区の民俗能は全国的にも有名なので一度訪ねてみないかという誘
いであった。３年間にわたって関わった傘福の調査も一段落し，K氏をはじめ当地の人びととも親
密にさせてもらうなかで筆者は庄内の地に少なからず愛着を感じ始めていた。その矢先の誘いだっ
たので，今後の訪問の機会につながればとの軽い気持ちから，黒川能を保存する鶴岡市黒川地区を
訪ねることにした。黒川地区集落は港町酒田市の南に隣接する鶴岡市から車で20分ほど月山方面へ
走った農村地帯である。この時に紹介されたのは黒川春日神社下座の能太夫（座長）U氏で，黒川
能の歴史や継承の現状などについて話を聞くことができた。能はもちろん民俗芸能に関する予備知
識もほとんど持たない状態でのインタビューであったため，継承者不足の話を除けば，能や民俗能
それ自体についての突っ込んだ話に発展するわけもなくご本人には随分と物足りない印象を与えた
に違いなかった。というのも後に知ったことであるが，当地の黒川能は民俗学者のみならず能に関
わる研究者や愛好家さらには能楽五流派（観世流，宝生流，金剛流，金春流，喜多流）の能楽師た
ちの間では有名な民俗能であって関連書籍も数多く出版されており，メディアからの取材も数多く
受けていたからである （3）。すなわちそれまで黒川を訪れていた目の肥えた訪問者たちとは異なり，
筆者は能についてまったく無知な研究者として凡庸なインタビューに終始したわけである。
黒川能の研究蓄積や社会的注目度を知るにつけ筆者の調査への意欲は次第にしぼんでいった。し
かし，その翌日，帰路の挨拶に訪ねた保存会事務局の A氏との雑談をきっかけにして再び黒川能へ
の関心がわいてきた。A氏とのやりとりのなかで筆者の地元に近い筑後地域にも民俗能（新開能）
が受け継がれており，かつて黒川能とも交流が持たれたという事実を知ったのだ。これまで伝統手
工芸の「吊るし飾り」を介してつながっていた庄内と筑後が，今度は民俗能という伝統芸能によっ
て再び結びつくことになったのである。酒田の傘福と柳川のさげもんの場合，各地域持ち回りのサ
ミット（『日本三大吊るし飾りサミット』）の形で一種の民俗手工芸ネットワークが形成されていた。
一方，黒川能と新開能の場合は2003年の山形での国民文化祭（『民俗芸能「能の祭典」』「第18回国民
文化祭・やまがた2003」）を契機に交流が始まっていた。九州と東北の遠く離れた二つの地域（筑後
と庄内）の間で偶然に見いだされた二つの民俗文化の出会いに筆者は不思議な縁を感じ，民俗能に
対する研究意欲を再度うながされたことを記憶している。その後，九州に帰ってから新開能を観る
ことになるのであるが，これ以降，筆者のフィールドワークを通じた能の学びは黒川能などの民俗
能だけでなく五流を中心とする能楽世界一般へとすそ野を広げていった。
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（2）筑後地方の新開能（平成26年10月）
初めて実見した寶満神社の「新開能」（県指定無形民俗文化財）はきわめて素朴で小規模な民俗能
の印象を受けた （4）。新開能は福岡県みやま市の寶満神社で毎年10月17日に奉納される。この時点ま
でまだ黒川能を実見してはいなかったが，書籍や映像からその継承基盤や演目数，所蔵する道具類
の規模の大きさについて大方のイメージを持っていたので，素人目にも両者のスケールの違いは想
像できた。新開能保存会の会長 K氏の口からも「黒川さんとここの能では格が違う」などとその規
模の違いが自覚的に語られた。加えて新開能では近年とくに少子化等によって役者の確保が難しく
なっており，演目数も縮減せざるを得ない現状にも話はおよんだ。
能の知識をほとんど持たないまま実見した神社境内の新開能は身近な神社のお祭りのちょっとし
た余興を見るような印象であった。配られたパンフレットのあらすじを頼りに演目の内容を追いか
けようとするが謡の文句が聞き取れず，舞や物語にどうしても入っていくことができない。一方，
能と共に演じられる狂言は理解もしやすく地元の住民からも笑い声が聞こえていた。筆者が関心を
寄せていた新開能の神事性に関しては神社境内の舞台での演能という「場の雰囲気」以外にこれを
強く実感できなかった。一般に民俗能の神事性，祝祷性を特徴づける要素として「翁」の演目の継
承が挙げられるが，新開能にはその演目も伝承されていなかった。当時の筆者は単純に「翁」の演
目の有無によって民俗能らしさ

4 4 4

を判断しようとしていたところがあり，その思い込みが新開能の神
事性の希薄さの印象につながっていたと思う。しかし実際のところ毎年の大祭ではその年の「祭座
（南新開，北新開が交代して担当する演能主催の当番）」により神霊をたたえる「脇能」（初番目物）
が必ず舞われることになっており，平成27年には「高砂」の脇能が舞われていたのである。脇能は
神社仏閣の縁起を語り，神を主人公として世の平和や人々の幸福を祈ることを中心とした能の作品
群であり，演目に関する確かな知識さえあればそこにまぎれもない神事能的側面を見出すことがで
きたのである。しかし当時の筆者にとって脇能という神事的な演目の特徴についての知識や鑑賞眼
などあるはずもなく，ただ「翁」の神事性，祝祷性についての文献的知識だけを頼りにその有無を
もってあるべき民俗能の判断基準にしていたところがあった。民俗能の本質性にとらわれた筆者の
参与はそれが緒に着くさらに手前の地点にあったといえるだろう。
そんな気持ちで境内の演能を眺めながら，あらためて地域の人びとにとってここの能はどのよう
に映っているのか，神事能とは実際のところどのような能であるのか，古典芸能の能とはどう違う
のか，筆者の素朴な疑問は膨らむばかりであった。こうした疑問に対しては，黒川能の新嘗祭の演
能を観る機会を得ることでようやく少しばかりの実感を持って民俗能の神事性について理解を進め
ることができた。

（3）黒川能の初見（平成26年11月）
新開能からひと月後の11月，庄内黒川の「春日神社」において新嘗祭の祭典と演能を初見した。
春日神社は黒川地区の総鎮守の社で黒川能はここへの「奉仕」として年５回奉納される本格的な民
俗能である。定例奉仕の他にも「羽黒山・花祭り」，「荘内神社・例大祭」での奉納や「水焔の能」，
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「蝋燭能」など定期的な公演能も行われている。奉仕当日，神社拝殿では朝から宮司による修祓（お
祓い），祝詞奏上，玉串奉奠などの神事が厳かな雰囲気の中で執り行われた。演能目的で集まった観
客も同席を許され，地域の代表らによる奉仕を見守ることになった。この時筆者はひとつの失態を
演じる。観能に当たっては神社への奉納金の名目で5000円が徴収されるのだが，筆者はこれを観劇
程度に考えていたため祝儀袋を用意しておらず，門口の氏子に裸のままの5000円札を渡すことになっ
た。受付の氏子の顔には，「観光客はしきたりも礼儀も知らぬ」とでも言いたげな苦々しい表情が表
れたのを今でも記憶している。
さて春日神社の拝殿内には，神殿と対峙するように見事な能舞台が設置されており，都市の能楽
堂の舞台しか見たことのない筆者にとって，照明が少なく薄暗い神社の拝殿の内部に設置された能
舞台はきわめて興味深くその空間全体には厳粛な雰囲気が漂っていた。能舞台が神殿に向かって設
置された拝殿の構造を通してあらためて当地の能が神に対して奉納される芸能（神事能）であるこ
とが伝わってきた。舞台の構造上の特徴でとしてさらに興味深いのは舞台の左右にそれぞれ２本の
橋掛りが伸びており，その奥にはそれぞれに二つの楽屋があることである。通常，能舞台の橋掛か
りは正面から見て舞台左手に１本設置されるものである。春日神社の能舞台の構造は地域の演能組
織である上座・下座がそれぞれ二座に分かれて自律的に演能（奉納）を行なってきたことを示して
いるのだ。ちなみに当日の演能では上座が能「安宅」と狂言「柿山伏」を，下座が能「小鍛冶」を
それぞれ奉納した。上座の演能が終わると下座の演能中であるにもかかわらず上座の楽屋からは客
席にも届くほど賑やかな（無遠慮な）役者たちの雑談の声が聞こえてきた。そこに黒川能役者の全
体的一体感だけではない座ごとの独立性の強さを垣間見たような気がした。さらに能舞台のもうひ
とつの特徴として拝殿内部の太い梁に歴代の太夫や囃子方（笛方，小鼓方，大鼓方，太鼓方）の師
匠たちの肖像画が掲げられていることである。縦横１メートルほどもある大きな額に収められ舞台
の天井を取り囲んで飾られている。すべて神社の宮座氏子であると同時に能座の太夫や師匠であり，
神社と能が一体となっている様子がいやがおうでも伝わってくる。
実際の演能の鑑賞であるが，演目や内容を正しく把握，鑑賞するところまでは程遠い状況であっ
た。黒川能に関しては「東北訛りの謡」，「緩やかなテンポ」，「弱吟の謡」などの特徴が上げられて
いるが （5），はじめは謡が東北訛りであることにも気づかず，いわんや残り二つの特徴に関してはまっ
たく分からずじまいの観能であった。拝殿の能舞台や周囲の写真などから神社の祭事の一環として
位置づけられた能の在り方はある程度実感できた気がしたが，謡や舞，鼓などが奏でる総合芸能と
しての能そのものに関してはやはり素人状態のままであった。謡の文句もそのように聞こうと思え
ばそのように聞こえる。五流の能との正確な比較などもちろんできない。舞も分節された型や動き
を捉えることなどできるはずもなく，一続きの連続した緩慢な動きにしか見えなかった。

（4）福岡での「翁」初見（平成27年１月）
「翁」は民俗能の神事能としての祖形を理解するうえで何としても見ておきたい演目であった。
「翁」は物語的な展開の無い歌舞中心の祝言の演目で，「能にして能にあらず」と称されるように能
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の演目の中でもとくに神聖視された別格の能として位置づけられている。それはかつて奉納芸とし
て起源した能の創成時の姿をとどめる演目であり，寺社への奉仕を旨とする民俗能はもちろんのこ
と中央五流にも引き継がれ，現在も特別な機会に演じられている。これを舞うに当たって演者たち
は精進潔斎など厳しいしきたりを守ることになっている。以下の森本能の場合，「翁」を舞うにあ
たって「演能の７日前から，家人と「別火」の精進潔斎に入る。当日鏡の間には「翁飾り」の祭壇
を設けて満箱，翁扇，翁烏帽子を飾り，神酒や荒米など備え，出演者一同御神酒を頂き身を引きし
めて舞台に出る」（さくら坂能：森本能舞台50周年記念能パンフレット）という。民俗能について調
べようとしている筆者にとって奉納芸としての基本的特徴を継承している「翁」は一度は見ておき
たい演目であった。そんな折，福岡市内の舞台で観世流の「翁」が演じられることを知り，とにも
かくにも見に行くことにした。森本能が主催する能舞台50周年記念公演にかけられた「翁」の舞は，
数少ないながらもこれまで筆者が見てきた能とは大きく印象を異にするものであった。舞台上でシ
テが翁の面を付ける様子も目新しかったが，何よりいつもの能に比べて大きく激しい動きの舞をと
もなっていた。役者の踊りに大きな足踏みなどのダイナミックな動きがあり，手にした鈴もそれに
合わせて力強い音をたて，扇も大きく弧を描く迫力の舞を観ることができた （6）。舞台上の独特の舞
やしぐさから五穀豊穣や国家安寧を祝祷する儀礼的な能の特徴を見ることができた気がして，きわ
めて新鮮で貴重な体験になった。能の神事的側面を福岡の五流の演能において実見することで黒川
能の民俗世界への参入の準備が一歩前進したように思われた。

（5）黒川の王祇祭（平成27年2月）
黒川地区に伝わる「王祇祭」は毎年２月１日と２日，春日神社の氏子の総力をあげて執り行われ
る伝統の大祭である。春日神社に納められている御神体の「オウギサマ」を一年に一度，上と下そ
れぞれの当屋に迎え，そこで夜を徹して演能が行われる。祭事までの飲食の準備や饗応，二日にわ
たる演能，春日神社に伝わる秘儀的な行事など，演目の規模と幽玄さ，そして参加者の熱気は圧巻
である。オウギサマをめぐっては様々な秘事的儀式，複雑な儀礼がともなうことから，それを支え
る宮座組織の在り方をふくめ，多くの研究者を惹きつけてきた。大祭に合わせた演能の稽古だけで
なく，当日客に供される大量の酒や儀礼食の焼き豆腐なども当屋によって何日も前から周到に準備
される。近年は人数を制限して外部からの観光客も行事に受け入れるようになり，筆者も大祭の二
日間そこに居合わせる機会を得た。この時期，黒川地区は深い雪におおわれ，東北地方の真冬の祭
事と演能が厳粛で神秘的な雰囲気のなかでおこなわれた。
初日の夕刻近く K氏に連れられてまず脇当屋にお邪魔することになった。ここは近い親戚が当屋
を手伝って訪問客の接遇を受け持つ家である。脇当屋には入れ代わり立ち代わり客が訪れ大広間の
それぞれの席に陣取って酒肴の饗応を受けている。筆者たちがご祝儀を渡して部屋の隅に座ると主
人が挨拶にきて酒と肴を勧めてくれる。この地の祭事の伝統として燗酒が大ぶりの椀になみなみと
注がれるのだが，酒が苦手な筆者はほんの口を付ける程度で遠慮させてもらう。遠方からの客とし
て紹介されもてなしを受けながらこの飲みっぷりの悪さは，供応する側からするといささか鼻白む
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ものがあったにちがいない。黒川の演能には大量の酒（飲酒）がつきものでそれは当地の自慢にも
なっているのだ。
下座の当屋でいよいよ儀式と演能が始まるということで，そちらに向かうことになった。ここで
問題が起こる。すでに当屋宅の舞台周りには立錐の余地なく観客が詰めかけており，とても入れる
状況ではなかった。これは毎年のことで前もっての席取りが推奨される。当屋の主人と懇意だとい
う K氏は特に慌てたそぶりもなく親族席に座らせてもらうよう関係者に交渉したが，意外にも強硬
に拒絶されたのである。確かに民家の能舞台であるから親族席でも十分にスペースがあるわけでは
ない。なにぶんにも当屋にとって当日は一世一代の文字通り晴れの舞台であり，親族，知人など大
事な客を招いての披露の機会であるわけで，ただでさえ限られた席に突然の訪問者を簡単に入れる
わけにはいかないのだ。やり取りは時に怒気を含むほどの激しさを見せ，筆者はそこに王祇祭に対
する当屋の真剣な態度と家族にとっての一大行事としての重みをひしひしと感じた。繰り返すこと
30分ほどの交渉ののち親族席の隅になんとか入れてもらうことができたが，なかでも強硬に拒絶し
ていた女性の私たちに向ける目はその後も厳しかった。
民家の広間に設えられた能舞台の正面にはすでに大きな扇を畳んだ形状のオウギサマ（依代）が
横につられて安置されている。玄関横の広間に作りつけられた能舞台の周囲には大ぶりの和蝋燭が
燈され，マスクの着用が案内されるほど黒い煤を立ち昇らせている。舞台の上の梁には奉納者の名
前と金額を記した当屋への奉納金の札がぎっしり並び，この大祭への地域を挙げた意気込みが感じ
とられる。目の前に設えられた能舞台はここが民家の居間であることを忘れさせるほどの出来栄え
である。子どもによる「大地踏」の儀式が終わると「翁」の演目に移り，いよいよ本格的な演能が
始まる。福岡で観た「翁」を想起しつつ当地の「翁」を観る。その祝祷性に思いをはせることで農
村社会の鎮守神への奉納芸として受け継がれてきた民俗能の姿をあらためて確認できた。
その後も窮屈な格好で狭い席に座って演能を観る。この頃いまだに演目の内容を追うことも舞を
楽しむこともできていない。大勢の見物人とともに民家の能舞台で繰り広げられる儀式や演能をた
だ茫然と眺めていた。演能を楽しむというのではなく手作り感を残す舞台周りや演能に見入る観客
の様子，蝋燭が消えないよう気を配る氏子青年たちの動き，客席にむき出しになった台所で行われ
る夜食の準備などに注意が向くばかりで，演能はその背景に後退してしまっていた。演能自体では
なくそれを取り巻いている儀礼や空間，祭礼を支える裏方のせわしない様子，そして降り積もる雪
の中に広がる東北の農村風景が織りなす神秘的な祭事の雰囲気にただ浸っていただけであった。

２．体得のフィールドワーク　

（1）箱崎能楽教室での稽古（平成27年4月～平成28年9月）
黒川の王祇祭から帰った筆者にひとつの節目がおとずれる。職場の近くで偶然にも市民向けの「能
学教室」が開催されていることを知ったのである。能の世界を遠巻きに見ていた筆者にとって民俗
能と能の世界への参与を今一歩進めるには絶好の機会であると考えた。研究のために能の基礎を習
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いたい旨の事情を主催者に伝えたうえで教室の生徒になることにした （7）。筆者が参加する成年の部
には大学生を含む老若男女が３～40人ほど参加している。教室運営の世話役（事務局員）は観世流
シテ方のＳ先生の社中のお弟子さんたちで教室の様々な手伝いをする。
この教室は平成15年筥崎宮の御鎮座1080年を記念して江戸時代以降いわゆる廃曲となっていた世
阿弥作の「箱崎」を第26世観世宗家の観世清和が復曲し，当地で舞ったことをきっかけにスタート
している。教室で教材に取り上げられる演目は「箱崎」，「弓八幡」，「唐船」などであり，いずれも
筥崎宮にゆかりのものである。筥崎宮や箱崎の地に関連の深い演目を市民自ら謡い舞うことで，能
をより身近なものとして経験してもらい今後の能楽振興にもつなげてゆきたいとの趣旨である。ま
た教室では筥崎宮のはからいで各期（６ヶ月間）の終了時の成果発表会として筥崎宮の拝殿で祭神
に舞を奉納する機会が与えられている。もちろん本格的な演能ではないが，神殿に向かって舞と謡
を奉納するという多少なりとも神事能的な奉納体験をすることができるわけで，民俗能の生きられ
方を分かろうとしている筆者にとっては極めて貴重な機会にもなった。

（2）仕舞と謡の稽古
能楽体験講座「筥崎教室」は筥崎宮ゆかりの能「箱崎」の仕舞（しまい）と「弓八幡」の謡（う
たい）を学ぶ場であり，１期（半年）10回，各90分ほどの稽古をおこなう。年度後半の第２期も同
様の内容である。主催は能楽体験講座「箱崎教室」実行委員会・財団法人「観世文庫」で，学習の
成果は筥崎宮の祭礼「放生会」と市内にある S先生の能舞台において発表会として披露される。教
室は平成27年当時すでに11年目をむかえていた。１期目の練習は神社の社務所に隣接した大広間で
行われる。
謡は能の声楽部分で曲節を伴う部分と台詞に相当することばの部分の総称であり，この期は謡本

「弓八幡」をテキストに練習をおこなった。この「弓八幡」に加え仕舞で謡う「箱崎」の資料も配布
され舞を練習する。40人ほどの生徒が大広間に列を作って座り，講師が適宜テキストを区切りなが
ら謡った後に続けて生徒が謡う。初心者と経験者は一緒になって練習する。初心者は講師や経験者
の謡を横で聞き，口まねしながら耳に刻み込む。録音が許されているため自宅で復習も可能である。
謡本には抑揚や節回し，発声法など様々な規則を示す記号が示されているが，初心者は皆目わから
ない。したがって記号や規則に沿って謡うというよりまずは講師や経験者の謡い方を口真似するこ
とに専念する。
「仕舞」は面，装束をつけず，仕舞扇を用いて特定の曲目の見せ所だけを舞うことである。教室の
１～２回目に能の演技に必要な基本的な所作（カマエ　ハコビ）と基本的な型（動き）打込ミ，サ
シ込ミ，ヒラキ，スミトリ，サシ回シ等について一通りごく簡単に学ぶ。ただ短時間の指導で全く
の初心者がこれらの型を身体に定着させることはほとんど不可能である。先生がまず舞いの見本を
部分，部分に分けて示し，初学者，経験者の順番で後について動きをなぞる。先生はつねに見本の
型を示すわけでなく，横に控えて生徒の１人一人の動きや姿勢に不備がある場合にそのつど指導す
る。４回ほどの割り稽古の段階を過ぎると，仕舞の全体を通して舞う稽古に移る。初学者にとって
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実際の型の見本は，講師ではなく横で一緒に舞っている経験者の動きである。経験者とはいえ弟子
でもなく，まして先生ほどの技量があるわけではないわけで，初学者は完全ではない見本を見よう
見まねで動きの輪郭を真似ながら舞の「一応の」動きや流れを身に付けようとする。
以上のような学習を７回目まで終え，８回目からは練習の場が拝殿に移される。発表会の場が拝
殿であり舞台本番に向けた準備をおこなうのだ。参詣者のいない夜の拝殿は静まり返り厳粛な雰囲
気に包まれている。稽古の始まりに皆で行う神殿への礼拝（柏手）がその昔演能が帯びていた宗教
性を彷彿とさせる。拝殿での練習は仕舞（「箱崎」）のみで経験者とペアを組んで行われる。社務所
の広間とは異なり拝殿独自の神聖さがただようなか初心者たちのぎこちない舞の稽古が遅くまで続
くのである。

（3）筥崎宮での奉納体験（平成27年9月）
最初の奉納体験は無我夢中のうちに終わった。筥崎宮の一大祭事「放生会」の期間中の一日が能
教室の発表会（奉納体験）に充てられた。平成27年は筥崎宮の拝殿で「弓八幡」の謡と「箱崎」の
仕舞を奉納した。当日はあいにくの雨模様で例年に比べ参拝客も少なめであった。地域の人間とし
て鎮守の神霊に能を奉納するという感覚を掴みたいと考えて本番に臨むものの，舞と謡を習い始め
て初めての舞台の緊張感から奉納の意味も厳粛さもまったく分からずじまいのうちに終わる。とに
かく舞台上での足の運びや扇の動きを間違えないことに必死で，たとえば神殿に向き合う舞い手の
心境や土地の神霊と向かい合っている自分の姿を自己モニタリングする余裕など全くなかった。拝
殿の両袖にしつらえられたパイプ椅子席の観客には目がいくものの拝殿の奥の神霊に対してはまっ
たく意識が向かわない。仕舞途中の足運びの間違いや習った通りに型を再現できなかったことへの
情けなさと悔しさだけが残った奉納体験となった。
この後，後半期の教室は市内にある T先生所有の能舞台に移る。10月から翌年３月まで同じ教材
を用いて計10回の稽古が行なわれ，最終回にはここの能舞台での発表会となる。筥崎宮とは違って
神霊ではなく観客に向けた演能の機会となる。正式な能の舞台上での練習や演能はまた拝殿とは違っ
た緊張感をともなう。視線の正面が神殿ではなく観客席のため，見学している練習仲間たちの視線
を直に感じる。また薄暗い拝殿とは異なり舞台を照らす照明のまぶしさも印象的であった。舞台上
で練習をする自分を振り返るとき，箱崎での経験とは異なって舞台上で何か別人格を演じているよ
うな感覚も味わっていた。観客に向けた演能体験を通して箱崎宮拝殿での能の奉納という経験の特
別さをあらためて振り返ることができたように思う。

（4）２度目の奉納体験（平成28年9月）
平成28年には第21期発表会として筥崎宮拝殿で「箱崎」の謡と「箱崎」の仕舞を奉納した。２年
目の謡の演目は昨年までの「弓八幡」ではなく仕舞と同じ「箱崎」ということで筆者の意欲もこと
さら高まった。ともに箱崎にちなんでいるとはいえ，前年のように謡と仕舞の演目が異なる組み合
わせよりも共通のそれのほうが筥崎宮での奉納芸としての全体性と一貫性が強く感じられ，奉納芸
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の民俗能を追体験する上でより好都合に思えた。２年目の演能では１年目よりもいくぶんかは落ち
着いて舞うことができたように思う。もちろん拝殿横の観客の前で舞うことへの緊張感もあったし
舞それ自体にもつまづきがあったのであるが，拝殿の奥の神霊の座をわずかながら想像する余裕が
あったように思う。発表会というよりも自分の拙い舞いがまがりなりにも観客ではない神霊に向け
られているという特別な意識を持つことができた。個人的な記憶を深く留める箱崎の地の総鎮守の
神社に能を奉納するという経験は，ささやかではあるが春日神社に黒川能を奉納し続ける土地の役
者や氏子の生き方にも重っており，能楽の一般知識や技能ばかりではなく宗教信仰や郷土意識に結
びついた民俗能のあり方をまさに身（身体知）をもって理解する貴重な機会となったように思う。
また２年間にわたる能学教室での稽古は筆者自身の地元と能に対する関わり方に関しても変化を
もたらした。筆者にとって箱崎の地は，学生，院生時代を過ごした学生生活の記憶を濃密に留めた
場所であり，現在も研究教育に従事する職場の所在地としてとりわけ個人的な愛着の深い場所（地
域）である。筆者にとっての「箱崎能楽教室」は，単に民俗能の調査研究のための知識や技能習得
に終わらない，人生の重要な記憶と愛着をともなう特別な「場所性」を想起させる学びの場となっ
た。そこはまた謡や仕舞を通じて中世にまで遡る土地の記憶を呼び起こし，さらに身体化すること
で箱崎への愛着やアイデンティティを深化させる場でもあった。

（5）宗匠観世清和の「箱崎」を観る（平成28年3月）
話は前後する。１年間にわたる教室での学習を終えたその年の３月，偶然にも福岡の能楽堂にお
いて観世流の宗匠による「箱崎」が舞台にかかることになり，この演目を通しで観る機会にめぐま
れた。教室での仕舞は以後２年間にわたりこの「箱崎」の最後の見せ場だけを取り出して練習を繰
り返していた。何度舞っても自身満足いく舞ができたと思ったことはないし，先生からも姿勢など
基本的なことも含め毎回何かしら指摘を受ける。二年間その仕舞の訓練は続いた。復曲の能「箱崎」
の一部であることは分かっていても，演目全体を通して観たことはなかった。最近の復曲というこ
ともあって上演される機会も極めて少なく実際の演能を直接観ることができるとは思ってもいなかっ
たので万難を排して出かけることにした。教室の生徒たちも大勢見に来ていた。
演能では福岡・筥崎宮を舞台に神功皇后があらわれ華やかな天女の舞を舞う。筥崎宮を詣でた歌
人壬生忠岑が神功皇后の神霊にあい，神宝の戒定恵の三学の妙文を納めた箱を拝見するという世阿
弥の作品である。あでやかな姿の神功皇后が忠岑に経巻を見せ，華麗な舞を舞い，物語はクライマッ
クスを迎える。ただ初心者の筆者には演目それ自体の評価などとても出来るものではなかった。な
によりの収穫は現在自分が練習している仕舞の部分が，神功皇后を主人公とする物語全体の最後の
部分であり，またもっとも華やかな舞の部分であることが理解されたことである。この段階ではじ
めて自分たちが練習している舞の部分が「箱崎」の神物語り全体の文脈のなかにはっきりとした位
置を与えられて姿をあらわした。こうして筆者の練習は与えられた課題を物語の意味も流れも分か
らずに無我夢中で繰り返す段階から，それを物語の一貫した文脈のなかに位置付けることで，自分
が今舞っている部分をより物語性を帯びた演目の一部として舞う段階へとわずかながら歩みを進め
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ることになった。

（6）能の祖形について学ぶ（平成27年5月，28年１月）
さて２年目の能楽教室が始まった頃，箱崎や黒川とは異なる場所で，再度能と地域社会の密接な
関係性について考える機会があった。それは京都下鴨の糺河原（ただすがわら）において開催され
た室町期の勧進猿楽（能）に関する連続シンポジウムである。庄内の黒川能は猿楽（能）成立期の
中世的形態を色濃く残しており，能の成立期の歴史過程や地域社会との関係についての知識は黒川
能の理解を進めるうえでも有益と思われた。またこのシンポジウムは，以下に述べるように，筥崎
宮での「箱崎」の復曲を契機とした「箱崎能楽教室」の開催と似た経緯を持っており，能を文化資
源としたいわゆる「地域学」的な性格にも興味をひかれた。
平成27年５月賀茂御祖神社の第34回式年遷宮と糺河原勧進猿楽能550年を同時に記念して観世清和

（観世宗家）によって奉祝の演能（演目「賀茂」素働）がおこなわれた。それは約550年前に賀茂御
祖神社（下鴨神社）が鎮座する糺の地において将軍足利義政・日野富子らの前で，音阿弥，又三郎
らが演じた勧進能を再演したもので，舞台から後方へ真っ直ぐに設置された橋掛りも当時のままに
再現，再興するプロジェクト（「糺猿楽再興実行委員会主催」）であった。その後，奉祝・再興「糺
勧進能」関連事業として平成28年までに都合４回のシンポジウムが開催され，その都度，賀茂御祖
神社のある糺の地とそこで開催された将軍列席の勧進能の歴史的，地域史的意義について議論が交
わされた。これらは京都という室町期の政治文化の中心地で能の果たした政治的役割や糺の地にお
ける社会的，文化的位置づけを明らかにする内容であったが，筆者にとっては黒川地区の春日神社
に能が伝承されてきたことや箱崎宮に奉納された復曲能「箱崎」が市民教室の教材として継承，奉
納され始めるように，地域社会（氏子や住民）と鎮守神社および演能（芸能パフォーマンス）の間
の緊密な関係性を考えるうえで格好の学びの機会となった。

３．民俗能の広がり

（1）民俗能の裾野を歩く
黒川能調査の期間中，筆者は能学一般の知識だけではなく，黒川以外の民俗能にも目を向けるよ
うになっていた。黒川能，新開能に加え庄内地方に伝わる二つの民俗能の調査は日本各地で多様に
展開する民俗能に関する俯瞰的で類型的な視点につながった。調査の過程で，筆者は庄内には黒川
能のほかにも民俗能が受け継がれていることを知った。黒川能は全国的にも知名度が高く研究も進
んでいることから，後発の研究者に出来ることが限られていることを痛感していた筆者にとって，
民俗能の間の比較検討は研究の新しい方向性として浮かび上がった。近隣地域の２つの民俗能には
黒川能との歴史的関係性が指摘されているだけでなく，黒川能に比べ比較的未踏の対象であること
からも，これまでにない新たなアプローチの可能性が見えてきたのである。こうして鶴岡市山五十
川の山戸能と酒田市の松山能の調査を行うことになり，各々１回ずつの予備調査を経て，それぞれ
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二度目の訪問で二つの民俗能の観能を果たすことができた。結果として，黒川能の卓越した組織規
模や継承基盤の精緻な仕組みをあらためて再認識すると同時に，その継承主体と神事性に着目する
ことで多様に展開する民俗能を便宜的に農村の氏子集団による奉納を目的とする「里の能」と町の
同好集団による娯楽目的の「町の能」とに分類して把握する視点を得た。これは筆者自身にとって
多様に展開する民俗能を俯瞰的，類型的に見ていく際のひとつの手がかりとなった。
鶴岡市山五十川地区の農民能としての山戸能と酒田市松山地区の町方能としての松山能はともに
中央の能楽流派のいずれにも属さず，また専門の能楽師でなく地域住民によって継承されてきたい
わゆる民俗能である。そしてその継承主体の違い（農民と町人）は現在の能の姿の違いにも大きく
反映している。山戸能は山五十川の農民たちが河内神社に奉納してきた能である。そこには現在も
農業生活に結び付いた奉納芸，神事能としての特徴が明確に保持されている。これに対し松山能は
江戸時代から明治時代にかけて武士の式楽であった能が町民へと受け渡され，その後は彼らの趣味
の芸事として受け継がれてきた能である。現在松山能では日本の伝統的な自然美や風雅な趣向を中
心的テーマとした演出を特色にすることでその独自性を発信している。また両者ともに各々の伝承
の歴史において中央の能楽五流派や近隣の著名な黒川能との関係や影響が語られているが，一方で
それら有名な能楽の流派の支流や亜流と見なされることを拒み，地域独自の民俗能としての姿を維
持するための努力や工夫がなされている。これら二か所の民俗能の調査を通して，黒川能や新開能
とはまた違う民俗能の多様なあり方を確認することができたのである。以下，坂元（2016）にそっ
て二つの民俗能の簡単な概要を示してみたい （8）。

（2）山五十川の「農民能」　（平成27年3月，11月）
農民能としての山戸能は鶴岡市の南西部に位置する山間の集落「山五十川（やまいらがわ）」地区
に伝わる民俗能である。この山戸能を継承する山五十川地区は人口520人，166世帯（平成26年３月
現在）ほどの山里である。それは黒川能と同様，古くから地域の人びとの生業（農業）や信仰生活
に根ざした神事の一環として継承されてきた。したがって年二回の例祭時の演能では必ずその古い
祝祷芸的面影を色濃く残す「式三番」（翁，三番叟，千歳）が舞われる。また演能に先だって「恋慕
の舞」という稚児舞も舞われる。現在12月の塞土祭，５月の河内神社例祭（春祭典），11月例祭（秋
祭典）において定例の奉納がなされる。
秋の例大祭（新嘗祭）は毎年11月23日に行われた。当日の朝，能の奉納に先立って河内神社で神
事がおこなわれる。午前９時，神社の社殿に地域の氏子や関係者が集まり拝礼をする。雅楽演奏
（テープ）の中，宮司による献饌，祝詞奏上の後，自治会長や森林組合長など地区の代表者や氏子代
表（本当屋），17の「門（カド）」の氏子代表（門当屋）が順次，玉串を奉奠する。神事は１時間ほ
どで終了し，その後は参加者が車座になって直会のお神酒をいただく。
演能は地区の秋祭り（「ふるさとまつり」）のイベントとして公民館の舞台を使って行われた。公
民館の外には朝早くから食べ物の屋台や地元産品の出店が並ぶ。公民館の中には商工会や青年団，
農協婦人部，生涯学習部ほか10団体によって餡餅やおでん等さまざまな食べ物，手作り品（木工芸）
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が並べられ公演前から大勢の地域住民で賑わっている。この日は11時から山戸能の奉納上演がおこ
なわれた。11月の演能は直接神霊に向けたものではないが，12月の塞土祭，５月の河内神社例祭（春
祭典）は神社に隣接する能舞台で行われている。演能前の舞台上では山戸能の起源に関わる３柱の
神々，「素真大神」，「観世大神」，「天龍大神」への奉仕儀式（「面まつり」）が行なわれる。そして必
須演目の翁と三番叟の舞（「式三番」）からは国家安穏（あんのん）・天下泰平・五穀豊穣を目的とし
た奉納芸的性格が強く伝わってくる。この山五十川の翁と三番叟に関しては五十嵐（1997）により
舞の進行と謡の内容について緻密な記述が残されており，筆者にも分からない山戸能の特色が指摘
されている。まず翁の舞の場合①総じて動作が大きくテンポも早い。地元の方言を用いて「タッチョ
ナ（丈夫な，頑丈な）」舞といわれる。②舞のなかの呪術的な足づかいである「反閇」（へんばい）
が独特で，爪先を床に付けたままで踵を浮かして強く音の出るように踏む（同書ｐ75）のである。
ほかにもかつての呪師芸の呪法を思わせる特色ある動作（いずれも能伝書にある扇車，五ツがしら，
ひげすり他）が指摘されている。三番叟の豪快な足踏みの様子は筆者にとっても大変印象的であっ
た。こうした山戸能の奉納経過の実見を通して地域社会に根ざし，神霊と共にある民俗能の祖型を
確認し得たように感じた。

（3）松山の「町方能」（平成27年3月，6月）
山戸能に対し松山能（花の能）では神事的性格は希薄である。松山能は明治維新に武家から町方
に引き継がれ現在の酒田市松山地区（旧松山町）に伝わっている民俗能である。なお旧松山町は平
成17年酒田市に合併され，平成28年１月現在，松山地区は人口4473人，1586戸である。松山能は一
部新明神社の奉納芸としての役割を保持しながらも，地域社会や一般市民に向けたより娯楽的演能
を積極的に展開している。地元愛好者から成る演能組織「松諷社」を中心に現代的な公演形態を創
出することで新しい民俗能の姿を生み出している （9）。
平成27年６月，第34回「松山城薪能」（「花の能」）は見事な晴天に恵まれた。その年の演能は市合
併10周年を記念するもので，同年拡張工事が完成した歴史公園の芝生広場に特設舞台を設置してお
こなわれた。「松山城薪能」は最初の企画公演として1982年に始まった。それまでは「新明神社」の
奉納能として年１回演じられるだけのものだった。その後，新しい松山能は日本の四季の自然美
「雪・月・花」のテーマのもとに一元的に編成され，一部奉納芸（新明神社）としての性格を保持し
つつも，趣味性，娯楽性を中心とする現代的な公演形態を創出することで地域固有の民俗能の姿を
生み出すことになった。
「薪能」当日の演目は狂言「附子」，能「敦盛」である。演能に先立って歴史公園内に近年整備さ
れた生涯学習施設「松山城址館」では地元の茶道愛好会の人びとによって呈茶が振る舞われ，来場
者は館内の緋毛氈の敷かれた縁台に座ってお茶をいただく。茶道具には当日の演目「敦盛」にちな
んだ笛形の香盒や兜の柄杓置きが用いられこの日の薪能の一部としての演出がほどこされていた。
多目的施設とはいえ中央ホールには立派な能舞台が設置されており，地域文化における松山能の位
置づけの大きさが推測できる。
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夕暮れも近くになると公園内の芝生広場に準備された会場に観客が集まり始める。舞台に近い前
列にはシートが敷かれ誰でも自由に座ることが出来る。後列には椅子が並べられ観客はどちらにも
自由に座って観能できるようになっている。仮設の入場口には弁当やお茶，菓子などの売店も出て
祭りの雰囲気も漂う。会場にはすでに特設の舞台が設置されている。舞台の背後には松山城跡地の
大手門と当時からある数本の巨大な松がそびえる。能舞台は鏡板の老松の代りに本物の松を借景に
取り込み，野外の薪能の雰囲気はいやが上にも高まる。夕闇せまる午後６時開演の運びとなる。「花
の能」にちなみまた稲作が始まる時節に合わせ「花鎮の儀」の神事によって諸行事が始まる。元は
宮中行事で霊力を持つ花が散る頃に悪霊が活動するとの信仰にもとづきこれを鎮めるための神事と
いわれる。その後，挨拶，祝辞，演目紹介があり，能の開始を演能者に伝える僉議が唱えられる。
太鼓が打ち鳴らされ舞台の周囲の四つの籠に火が入れられる。日没とともにいよいよ演能が始まる。
狂言も能も松諷社の会員による演技である。当日出演していた役者は装束方（６名）を除き合計23
名であった。ゆらめく篝火の中にほの暗くそびえる大手門と松を背景に演じられる演能に観客はいっ
とき幽玄の世界に浸り地域の芸能を楽しむのである。そこには行事に組み込まれた茶事も含め，地
方の鄙びた城下町の演能とは思えないような洗練された風雅な時間が流れていた。

（補）春日大社第六十次式年造替奉祝黒川能公演（平成28年11月）
平成28年11月，奈良春日大社の第60次式年造替を記念して春日大社に隣接する能舞台で黒川能の
奉祝と奉納がなされ，筆者も観能の機会を持った。公演案内によれば「奈良は能楽のふるさとであ
り，現在の能楽五流も春日大社と深いつながりを持つ大和猿学を源流としている。そして黒川能は
この奈良を源流としながら，荘内の風土に彩られた独自の能として結実し伝承されてきた」（奉祝黒
川能公演案内2016）。今回の観能は現行能楽五流と民俗能とのつながりをあらためて想起する機会で
あるとともに地域に強く結び付きながらも外部展開する民俗能の機動性について再確認する機会で
もあった。黒川能に対しては勧進や興行の方略を巧みに用いることで500年余の長きにわたり存続し
得たとの指摘があるが（桜井2003），春日大社での奉祝能には，寺社の造営や改修時に興行的な能を
打ついわゆる勧進能としての側面も垣間見える。それは基本的には地域に根付きながらも，機会を
とらえては地域を超えて積極的に展開する民俗能の機動力を彷彿とさせるものであった。
一方，庄内を離れた都市の能楽堂で観る黒川能は強い個性と新鮮さを伴っていた。黒川地区で観
るそれとは大きく異なる存在感を放っていた。普段は能楽五流のために使用されている古都の能舞
台において観る黒川能は，独特の衣装（囃子方の長裃）から演能前の平伏に見られる古風な所作，
訛りのある謡まで，随所において五流の能とは大きく異なる個性をあらためて実感させられた。現
代的で洗練された古都奈良の能楽堂で演じられる黒川能は，観る者に対しそこで演じられてきた中
央五流の正統的な能との対比を否応なくうながす。五流の能に親しんだ愛好家から見れば，それは
能ではない別の芸能のように見えたかもしれない。しかしそれまで能に接する機会のなかった筆者
にとって黒川能は自身の能体験の原点であり，それこそが比較対照の基点となる能の姿なのである。
黒川能の放つ個性や存在感はそれが地域や土地神とともにあり，また生活とともにあるという能を
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巡る生き方全体に由来すると思う。筆者が箱崎能の稽古から見出した，あるいは感じた記憶や生活
感，そして場所とのつながりの感覚はそれに近いものだったかもしれない。五流の能との単純な比
較を受け付けない黒川能の個性と存在感は，それが固有の地域性や人びとの生活全体を担って演じ
られる（生きられる）民俗としての芸能の在り方に基づいているのだ。

おわりに

参与というキーワードに導かれた二つ（入れ子構造）の研究計画に関して言えば，いずれも確か
な成果を得るに至っていない。黒川能の民俗コミュニティへの本格的参与は未だ果たされておらず，
そこから抽出するはずの参与の身体知的指標についても明確な結論を得ていない。しかし行きつ戻
りつする今回の研究の過程とその自己言及的な検討からは参与につながる予期せぬ道筋も見出され
た。それは民俗能や能楽世界に対する研究者自身によるいわば周辺的な学習過程に見出された身体
知や位置取りの変容としての道筋である。
そのひとつの行程は当初，黒川能調査を遂行する手段として進められた能楽一般の知識習得が，
研究者のなかで一部目的化（趣味化）していく態度の変化として見出された。これは当初の研究計
画からの単なる逸脱をあらわしているのではなく，民俗能の外延に広がる能楽一般の文化的コミュ
ニティへの研究者の能動的な参加の姿勢を示している。同時にそのことを通して民俗能を生きる人
びととともに能の世界に浸り，能とともに生きる経験を共有しようとする姿勢もともなっているの
である。
もう一つの参与への行程は民俗能の理解のために研究者が能の実践的学習を行うなかで採用され
た身体知あるいは身体技法レベルでの理解の道筋である。ここには研究者自身による芸能的実践へ
の参画をとおしてその上達に向けた意識と技法の継続的な更新が見られる。研究者による能の技能
体得の試みは人びとの民俗能の経験世界について自己の身体を迂回させつつ理解しようとする方法
である。それは民俗能のコミュニティへの直接の参与になっているわけではないけれども，外から
の観察ではとどかないより身体的で共感的な次元での理解と参与を達成する道筋を開いていると考
える。
さらにこの体得学習は研究者個人にとっての地元への愛着や記憶を喚起する機会も提供していた。
そうした研究者の主観的変容は具体的な地域や神事性と結びついた人びとの民俗能の生き方に連な
る経験の形を提供しており，黒川能のコミュニティへの参与につながるひとつの周縁的道筋を示し
ていると考えられる。

＊本報告は，平成26年度科学研究費「身体知としての「参与しつつの観察」に関する基礎研究」
（基盤研究（Ｂ）課題番号14502132：研究代表者　南博文）による助成にもとづいている。
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註

（ 1）   オート・エスノグラフィーは「調査者が自分自身を研究対象とし，自分自身の主観的な経験
を表現しながら，それを自己再帰的に考察する」ことを通して文化的・社会的文脈（「現実」）
の理解を目指そうとする手法であり，広くは当事者研究やネイティヴ・エスノグラフィーにも
連なる手法である。またそうした内省的側面だけでなく，その権力性や政治性をめぐる批判に
もとづき他者との関係性を重視する姿勢やその関係性における統合的で一貫した自己のイメー
ジの破たんや再構築にも正面から向き合う態度を特徴としている（藤田・北村2013：104，土佐
2010：21等参照）。本論は筆者が現地フィールドや能世界との関わりのなかで記憶に残った主観
的経験や自己変容の一端を調査過程の時間軸に沿って振り返る記述形式をとっている。

（ 2）   平成26年度科学研究費「身体知としての「参与しつつの観察」に関する基礎研究」（基盤研究
（Ｂ）課題番号26285146：研究代表者　南　博文）による共同研究。

（ 3）   黒川能の研究蓄積はきわめて豊富である。500年余の長きにわたり受け継がれてきた能の古形
を残すともいわれる黒川能は，王祇祭に代表される祭祀の秘事性も手伝って，能楽研究者，民
俗芸能研究者，歴史学者，社会学者，（宗教）人類学者など多様な分野の研究者を惹きつけてき
た（グロスマン2006）。豊かな蓄積のすべてを提示するのを控えるが，比較的近年のものとして
は黒川能や王祇祭の歴史研究や民俗誌として（戸川2003（1974）），（桜井2003），（馬場2008），
（桜井2010）また人類学的象徴論の視点から（中牧1989），そして現在の演能や継承状況を現地
調査に基づきとらえた報告（北見2001），（柴田2011）など上げることができる。

（ 4）   新開能と黒川能の継承状況と演能の実際に関しては（坂元・宮本2015）を参照されたい。
（ 5）  「公益法人黒川能保存会 HP」http://kurokawanoh.com/
（ 6 ）   当日の舞台解説に拠って翁舞の流れを要約する。「まず舞台には面箱持が登場する。翁が続き

揚幕にかかるとき「翁渡し」という呪文を唱える。翁にしたがうように千歳，三番叟が舞台上
に登場する。そのあと，笛，小鼓３人，大鼓，太鼓，地謡，後見が幕より出，橋掛りに順に控
える。はじめ翁は「とうとうたらりたらりら」と神歌を荘重に謡う。それをうけて千歳が寿ぐ
気持ちで軽快な足拍子を踏んで舞う。この舞の間に舞台上で翁は面をつけ翁舞（神楽）」を舞
う。この時から翁は神となる。翁舞は天地人の特殊な秘事の拍子を踏み，扇で面を画し左袖を
頭上にかざす独特の型をする。紙が農耕民族のために大地を踏み固め，神と自然と人は一体と
なって恵みを享受する。翁は舞納めると面を面箱に納め退場する。翁が退場すると，囃子に大
鼓が加わり独特な躍動感あふれるリズムに乗って三番叟が「揉之段」を舞う。後半は黒式尉の
面と剣先烏帽子を付け鈴を持ち「種蒔き」と呼ばれる「鈴乃段」を舞う。力強く飄々として神
に祝福された農民の喜びが表現される。

（ 7）   以下の箱崎能楽教室での練習内容の紹介に関しては「体得のフィールドワーク」として（坂
元他2015）の本文から関係個所を抜粋，加筆修正したものを用いている。

（ 8）   以下での山戸能および松山能の紹介に関しては（坂元2016）の本文から関係個所を抜粋，加
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筆修正したものを採録している。
（ 9）   地域に伝わる工芸や芸能など伝統的文化が時代の流れや社会の変化のなかで新しい姿に再構

築されるのは今日広く見られる現象であるが，松山能もそのひとつで「羽州庄内松山城薪能（以
下松山城薪能）」（昭和57年～）や「まつやま大寒能（第４回まで「總光寺大寒能」）」（平成４年
～）などつぎつぎに新しい企画公演を創出しながら現在の洗練された松山能の姿を定着させつ
つある。松山能は歴史的にさまざまな流派を総合あるいは融合することでその独自性を生み出
してきた。観世流や宝生流の指導を受けてきたとはいえその亜流となっては松山能の独自性は
失われる。黒川能の分流であっても同様である。松山能はこれらの外部流派の歴史的影響を認
めつつ，また外部に学ぶべきは学びつつも，そのいずれにも属さない地域独自の能（民俗能）
としての道を模索している。
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Periphery of Participant Observation:

An Auto-ethnography on the Kurokawa Noh in Shonai District

Ikko SAKAMOTO

This paper is a self-referential report regarding an ethnological research of Kurokawa Noh by the 

author. At the same time, it is a kind of attempt at auto-ethnography. What motivated me to make this 

report is a collaborative study which investigated the process of how researchers is participated them-

selves in the societies they focused on in their ethnological or anthropological field investigations, using an 

index of embodied knowledge. In my case, I focused on the socio-cultural community of folklore Noh plays 

(Kurokawa Noh) in Shonai District in Yamagata Prefecture. In order to conduct the ethnological field work, 

I tried to observe the following two cultural communities. For one of them, I participated in a community 

where Kurokawa Noh was handed down, associating the citizens and Noh players there. Then, I partici-

pated in the social and cultural world of Noh plays comprised of Noh play lovers and performers, as well as 

the body of knowledge of Noh plays, which is one of the Japanese traditional performing arts. Especially, in 

the case of the latter, not only did I learn Noh by literatures, but I also watched a variety of folklore Noh 

plays and learned about them by doing Mai and Utai. By describing the process of my participation in the 

two communities, I found the following three points. 1) As the research on folklore Noh plays advanced, for 

me, learning about Noh, which had been only a measure of research, turned into an object, an interest, and 

a joy in itself. 2) By learning that Mai and Utai represent stories about the local guardian god in the Noh 

class of my home town, I was able to have an experience to feel an attachment and an identity to my home 

town through bodily performing. 3) Experiences shown in 1) and 2) enabled me to set out a course for 

implicitly understanding the folklore Noh plays, which are connected to particular districts or lives, seen 

from the viewpoint of the peoples there.


