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序章

はじめに

茅ヶ崎の民間伝承の音楽を代表するものに〈茅ヶ崎甚句〉（1）があり、近年、茅ヶ崎市出
身の桑田佳祐の青春物語を描いた映画『茅ヶ崎物語』（2）の主題歌〈My Little Hometown〉（3）
の終章部に挿入された楽曲として知られている。〈茅ヶ崎甚句〉は茅ヶ崎海岸浜降祭（4）で
神輿が海岸での神事を終了し、市内各地に戻るときにおもに歌われ、その祭の余韻を残す
宴席でもよく歌われていた民謡（俗謡）である。この甚句は、多くの場合酒が入るために、
そして「ドッコイ、ドッコイ」と周囲の担ぎ手が大勢で煽るために、本歌の歌詞から逸脱
し、その時の心情を即興的に歌詞にすることも多く、また、この風習も同時に伝承された
ために、歌詞内容が市内各地域で異なるという特徴がある。
この〈茅ヶ崎甚句〉が歌われる浜降祭は、毎年七月の「海の日」早朝、茅ヶ崎・寒川の
神輿四十基余りが茅ヶ崎海岸に集まり、禊（みそぎ）を行う勇壮な祭で、関東三大奇祭（5）
の一つであり、近年マスメディアでは「暁の祭典」（6）として紹介されている。
〈茅ヶ崎甚句〉が最初にレコード発売された約半世紀前までは、高度経済成長期の人口
増加で浜降祭に多くの地域住民が参加したので、〈茅ヶ崎甚句〉の旋律、リズム、そしてそ
のパフォーマンスは、その時代の人々の心理をそのまま表現していた。市内各地域の神社
では浜降祭前日夜半から神輿への御霊（ミタマ）入れ行事のため、酒が振るまわれ、当日
（現在「海の日」（7））は祭の興奮と日常の緊張感からの解放に拍車がかかる。
そのため、〈茅ヶ崎甚句〉は、茅ヶ崎海岸での禊が終了し、市内各地域の神社へ戻る当日
午前中から早々と宴席が至る所で設けられていたので、単なる祭唄、祝い唄の性格だけで
なく、「騒ぎ唄」の特性が強く、歌唱演奏時の声の質は荒く、やや怒ったかのような調子の
地声に近い発声で歌われる。また、伴奏楽器である神輿の「タンス」の叩き手も熟練者の
役目であるとされていた（8）。
現在の浜降祭は茅ヶ崎市と寒川町の神輿四十基余りが茅ヶ崎海岸に集結して渡御を行う
ことで祭が完結するように考えられている。しかし、
「浜下り」（9）神事は、南九州に伝わる
「浜下り」のように、寺社信仰に基づく河海への神輿渡御という祭礼次第の一部に過ぎず、
古くは神楽奉納や流鏑馬などの民俗芸能を伴っていた。茅ヶ崎海岸地区周辺の神社では、
実際に昭和二十年代まで宵宮神事として「円蔵神楽」（10）が奉納されていた。
「円蔵神楽」は、近世相模国神事舞太夫（11）で土御門家陰陽師（12）を兼担した愛甲郡南毛
利村（現在の厚木市愛甲）の萩原家の神代神楽「愛甲神楽」（13）を高座郡円蔵村（現在の茅
ヶ崎市円蔵）の高橋鯛五郎（14）が受け継いだものである。
この地域は、中世「懐島」（15）と呼称された鎌倉と京都を結ぶ海道筋の宿駅（16）である。
懐島（大庭平太）景義（17）は、大庭御厨の荘園領主、鶴岡八幡宮寺の寺社奉行など鎌倉幕府
長老として活躍し「有職故実」にも記録されている。また景義は『保元物語』、『曽我物語』
など「中世語りもの文芸」に描かれた人物である。茅ヶ崎海岸「浜下り」にみられるこの
地域の民間信仰の伝承形態は、景義が頼朝の命で再興した懐島（鶴嶺）八幡宮（18）を中心に
八幡宮放生会（19）、御霊会（20）など中世鎌倉と関わりの深い基層文化が形成されていた。
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従って、茅ヶ崎の村落祭祀における〈茅ヶ崎甚句〉や「円蔵神楽」が表現する物語空間
は、かつてこの地域の氏子神職を中心に「浜下り」のような「禊祓」（21）の文化基盤が媒と
なり八幡宮放生会と御霊会を背景に中世鎌倉との関係性の中で成立し、展開されていた。
ここで言う「物語空間」とは、送り手と受け手の間で相互作用するコンテクストのこと
で、地域共同体の人々の頭の中で口頭常套句や筋書きが「浮遊する」特性がある。
アラン・P・メリアムは「従来の民族音楽学は、もっぱら音楽と音楽構造の研究に集中さ
れ、人類学的側面が無視されてきた」「民族音楽学の研究に行動科学の方法論を導入して、
音楽を人間の身体行動、社会行動、学習行動、言語行動のかかわりの中で研究すべきだ」（22）
と主張する。
これを受けて筆者は、茅ヶ崎の村落祭祀における〈茅ヶ崎甚句〉や「円蔵神楽」が表現
する物語空間における「共感覚」の場には、
「間テクスト性」（23）が存在し、テクストを読み
取る人間行動には「浮遊する」特性＝「浮遊性」（24）が機能すると考えている。
本研究の目的は、茅ヶ崎海岸「浜下り」の伝統に見られる〈茅ヶ崎甚句〉と「円蔵神楽」
の二つの民俗芸能が、寺社信仰を背景とする「禊祓」の文化基盤において、「浮遊性」が
どのように機能し、個人と集団の間で相互作用するのかを解明することである。
本研究の論述方法は、〈茅ヶ崎甚句〉や「円蔵神楽」における様々な課題を各章に分け、
楽曲や演目のテクスト分析を行うことにより「浮遊性」を論証していく。
第一章は、民俗学、音楽学、音楽教育学の各分野における民俗音楽と民俗芸能に関わる
先行研究の検討から地域社会における民俗音楽と民俗芸能の「統合化」の動きと村落祭祀
にみられる共同体の人々の間で機能する「共感覚」の概念を対立させながら考察していく。
この考察は本稿で扱う「浮遊性」を「間テクスト性」などの関連用語から明らかにして、
茅ヶ崎海岸「浜下り」神事、〈茅ヶ崎甚句〉、「円蔵神楽」の論点と課題を整理する。
第一節では民俗学における先行研究とその課題を検討する。第二節では音楽学における
先行研究とその課題をその関連分野からまとめる。次いで第三節において音楽教育学にお
ける先行研究とその課題を「音楽の概念」と「音楽科の思考法」の観点から論証する。
第二章は、〈茅ヶ崎甚句〉が多くのヴァリアントを⽣み出す⾳楽特性からその詞章を系統的
に分類し、〈茅ヶ崎甚句〉の類型表現の変化を中⼼に、⾳楽分析を加えて、歌われる物語空間
の「浮遊性」を解明する。

第一節では、茅ヶ崎海岸周辺の村落祭祀の「浜下り」神事が近代の「浜降祭」へと変容
したことを整理し、茅ヶ崎海岸浜降祭と〈茅ヶ崎甚句〉の関係性について概要を述べる。
第二節では、『神奈川県緊急民謡調査』掲載の〈茅ヶ崎甚句〉の伝承地である、茅ヶ崎市南
湖の〈南湖下町甚句〉と赤羽根の〈上赤羽根甚句〉の二つの事例を中心に比較検証する。
第三節では、
〈茅ヶ崎甚句〉の伝統様式における潜在的な民俗音楽の法則性を考察する。第
四節では、映画『茅ヶ崎物語』の主題歌である桑田佳祐の〈MY LITTLE HOMETOWN〉との関
係を考察し、
〈茅ヶ崎甚句〉の伝統様式における潜在的な法則性である、即興的な音楽パフ
ォーマンスにおける個人と集団間のテクストの機動的な読み取りとその表現の特性である
「浮遊性」について考察をまとめる。
第三章は、
〈茅ヶ崎甚句〉の詞章を「語り物」の物語空間における人間行動の表現活動（25）
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として検討する。
幸若舞曲〈浜出〉は、「千寿万歳」や「鎌倉神楽」にも見られることから、その表現する
物語空間は、それらの詞章ヴァリアントから文字テクストの範疇を超えて、神仏習合の「記
憶風景」（26）が異同可能な「共感覚」として機能していたことが分析できる。
そこで、茅ヶ崎海岸「浜下り」神事の由来と分布を通して、幸若舞曲〈浜出〉との関係
性から〈茅ヶ崎甚句〉の物語空間の「浮遊性」を解明する。
第一節では、茅ヶ崎海岸浜降祭と湘南地方「浜下り」神事の由来と分布を中心に現在の
茅ヶ崎海岸浜降祭成立の複雑な歴史的脈絡を紐解き、関連資料を詳細に分析する。第二節
では、鶴嶺八幡宮の浜降祭の寺社祭祀と鶴岡八幡宮の例大祭（27）の浜降式（祭）の寺社祭祀
における相関性を比較考察する。第三節では、幸若舞曲〈浜出〉の物語空間の祝い唄とし
ての音楽特性を分析する。第四節では、幸若舞曲〈浜出〉と〈茅ヶ崎甚句〉の二つの楽曲
に共通する歌われる物語空間の「浮遊性」を解明する。
第四章は、この地域の神社祭礼で奉納された円蔵神楽に焦点を当て、鎌倉との基層文化
の比定を中心にその展開と変容を解明し、円蔵神楽で演じられる物語空間の「浮遊性」と
「浜下り」神事との関係性がどのように相互補完的役割を演じていたのかを論証する。
第一節では、この地域の寺社祭礼は鎌倉との基層文化の対比により八幡宮放生会と御霊
会に分類され、この二つの民俗信仰が円蔵神楽と「浜下り」神事の文化基盤となっていた
ことを検討する。第二節では、円蔵神楽が六所神社社役を務めた近世神事舞太夫の神代神
楽を継承した民俗芸能である点に着目し、この地域の民俗信仰に支えられながら、近代社
会の中で円蔵神楽が新たな正統性を獲得した要因を考察する。第三節では、
「巫女舞」と「曲
舞」が接合する円蔵神楽は「禊祓」の舞を中心に構成された特性があることを分析する。
第四節では、円蔵神楽と「浜下り」神事の関係性は、この地域特有の「禊祓」の文化基盤
が媒となり、鶴嶺八幡宮放生会と南湖御霊会を中心とする、この地域の村落祭祀において
相互補完的役割を担ったことを解明する。
終章は、各章で考察した〈茅ヶ崎甚句〉と「円蔵神楽」が「浜下り」神事の「禊祓」の
基層文化を媒に、茅ヶ崎海岸地域の神社祭礼における「共感覚」として「浮遊性」が、こ
の地域の伝統文化として継承され、人間行動として機能し、どのように地域社会の中でそ
の役割を演じたのかを整理し、本研究の要点をまとめる。
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注
(1)「南湖下町甚句／上赤羽根甚句」『茅ヶ崎甚句 レコード』（PLS-7255）（日本コロ
ムビア、1973）
(2)映画『茅ヶ崎物語〜MY LITTLE HOMETOWN〜』監督：熊坂出
タジオブルー

配給：ライブ・ビューイング・ジャパン

制作ブロダクション：ス

製作：
『茅ヶ崎物語〜MY LITTLE

HOMETOWN〜』実行委員会、宮治淳一、中沢新一、加山雄三、桑田佳祐ほか出演。作品
データ：2017 年／日本作品／公開日：2017 年 7 月 21 日から 23 日まで（夏祭り）特別
上映／2017 年 9 月 16 日から全国公開
(3) 桑田佳祐『風の歌を聴かせて CD VCL-36800』(SPEEDSTAR RECORDS、2007)所収
(4) 「七月十五日未明、茅ヶ崎市南湖の海岸で行われる禊神事。二十数基の神輿が集合し、
海潮に身滌し頗る壮観を呈する。禊場には八大竜王を祀る碑石がある。この地は寒川
大神降臨の故地、或は、天保の寒川神輿漂着地とする口承もある。また鶴嶺八幡宮が
附近海岸で禊神事を行っていたことも確実で、現在の禊場と浜降祭の関連性は、その
地理的変遷と合い俟って甚だ微妙である。」永田衡吉『神奈川県民俗芸能誌』（錦正
社、1968）p.671.
(5)日光東照宮春季大祭、秩父夜祭、茅ヶ崎海岸浜降祭（「関東三大祭の異説」ホームペー
ジ閲覧 2020.12.1）https://www.3maturi.com/sandaimatsuri/kantou3d_isetu/
(6)「新型コロナ

暁の祭典「浜降祭」が中止

茅ヶ崎」『神奈川新聞』2020 年 4 月 15 日

（水）12:46 配信。
(7) 平成七年（1995）制定、平成八年（1996）施行の国民の祝日。平成十五年（2003）祝
日法改正（「ハッピーマンデー制度」）により、現在は七月第三月曜日になっている。
なお、令和三年（2021）は特例措置で東京オリンピック開会式の前日の七月二十二日
木曜日に移動する。（「首相官邸ホームページ」閲覧 2020.12.1）
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/tokyo2020/shukujitsu.html
(8) 拙稿「別荘地文化の中の民衆音楽−湘南サウンドの背景となった民間伝承−」『民俗音
楽研究 第18号』（日本民俗音楽学会、1995）p.15.
(9) 祭式の一部である河海への神輿渡御を伴う神事「ハマオリ・ハマクダリ」を「浜下り」
と表記する。祭式の一部であるが、氏子神職による浜垢離（ハマコリ）は河海への神
輿渡御を伴う神事ではないので、この分類とは区別し、必要に応じて注釈を加える。
また、河海への神輿渡御を伴うが、近・現代成立の郡市全域規模の祭式を「浜降祭（ハ
マオリサイ）」と表記する。
(10)円蔵神明社の拝殿には明治二十四年二月十一日の日付のある円蔵神楽奉納を描いた
扁額がある。「円蔵神楽 神楽教会所社長 高橋鯛五郎 萩原安五郎 有和和義
片岡太市 柿沢吉五郎 沼上百松 鈴木徳次郎 亀井春吉 川崎藤次」と記名され、
当時すでに「円蔵神楽」と呼称されていた。さらに、萩原安五郎、柿沢吉五郎は愛甲
神楽、片岡太市は平塚新宿の神事舞太夫系統である。有和は不明であるが、沼上、鈴
木、亀井は円蔵地区周辺に多い名字である。川崎藤次は平塚新宿の獅子舞頭とされた
神事舞太夫の鶴若孫藤次の「藤次」の諱を名乗っている。「鶴岡八幡宮の造営費の募
金は、同社の支配にあった獅子舞師が、中郡・東郡の相模の郷村をまわって、一軒に
つき二銭ずつ集めた。これは郷村における八幡信仰を利用したものであり、獅子舞師
は、北条家をたたえ八幡宮が完成していくようすを伝えたことであろう。」中丸和伯
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『神奈川県の歴史』（山川出版社、1974）p.119.
(11)「神事舞太夫は、古くから神社に仕属した巫職、社人で、彼らは神主ではない。二、
三の神社に兼務する人たちもいた。総じて巫女職は彼らの妻、娘の職能であり、その
場合彼らは巫楽（囃子）を奏した。その家統を“市子”（イチコ）“巫筋”（ミスジ）
と呼んで神に奉仕する聖職と考えていた。後世神楽が衰微して、生活の豊かでない人
が、生業を兼ねて演じたものとは、職能意識において格段の差があった。彼らは庶民
のおよびがたい上位の階層と自らを任じて、神に奉仕していた。」厚木市史編纂委員
会編『厚木近世史話』（厚木市、1972）p.161.
(12)「陰陽師は平安時代中国伝来の陰陽五行説を基盤とする陰陽道を司り、占術・吉凶
判断・呪術祭祀などを行う者である。江戸時代には安倍氏の後裔の土御門家は、陰陽
道を土御門神道と称して、朝廷・幕府公許のもとに諸国の民間卜占・宗教者に陰陽師
の免許を与えて統括した。」厚木市教育委員会編『厚木市史 民俗編⑵』
（厚木市、1997）
p.545.
(13)愛甲神楽の「萩原家は、元禄八(1695)年に萩原兵大夫が（官許によって特定の寺社
に参内し「曲舞」を奉納した「千寿万歳之事」）土御門家陰陽師家職を得ていたが、
寛政年間(1789-1801)に萩原喜内が新たに神代神楽を始め、愛甲郡、高座郡、中郡を
中心にその勢力を伸ばした。ただし、江戸幕府支配下取締りとして萩原英之進に相
模一円の配札権が下されたのは、安政六(1859)年のことである。萩原喜内から数え
て五代目の神事舞太夫が、相模神代神楽中興の祖と言われた萩原武雄である。明治
十三年(1880)頃に高座郡円蔵村で小学校教師をしていた萩原徳治は武雄の実弟であ
る。」拙稿「円蔵神楽と「浜下り」神事の地域的特性 -「禊祓」の文化を媒とする相
互補完的役割について -」『現代社会文化研究 No.71』（新潟大学大学院現代社会文化
研究科、2020）p.6.
(14)高橋鯛五郎は、慶応二年（1866）高座郡円蔵村生まれの神楽師で、茅ヶ崎海岸周辺
の寺社祭礼では、明治、大正、昭和を通じて、特に人気が高かった。昭和三十年（1955）
十一月六日の茅ヶ崎市新町（現在の新栄町）厳島神社神楽殿で行われた鯛五郎翁九
十才祝賀神楽大会を最後に、翌年亡くなった。明治十三年（1880）頃に、愛甲村か
ら萩原喜内の孫の徳太郎が招かれ、鯛五郎は円蔵村の若い衆と共に五十日間の稽古
を受けた(鶴田栄太郎『大山街道舌栗毛 上巻』あしかび舎、1959)。その後、萩原本
家の徳治に弟子入り、明治二十年（1887）頃には権田直助から神楽師免許を受けて
いる（『寒川町史 12 別編民俗』寒川町、1991）。さらに、鯛五郎は「本来、神事舞太
夫の流れをくむ神代神楽師でありながら、面芝居と称する歌舞伎まがいの神楽芝居を
演じ、さらに九代目団十郎門下市川円十郎と称して、相模一円の歌舞伎地役者だった
ことである。しかも、神楽師から脱皮して歌舞伎役者になったのではない。時と場合
に応じて神代神楽師と面芝居師と歌舞伎役者との三者を、晩年までしわけていたので
ある。」「もともと、土地の旧家顔役として、当時、明治三十年代に、茅ヶ崎海岸に別
荘を営んだ九代目市川団十郎家に出入りした。そこで、市川円十郎という名をもらい、
さらに田舎役者としては法外の、二等俳優の鑑札をうけている。」
（飯塚友一郎「御神
楽・神代神楽・面芝居・歌舞伎−神楽師鯛五郎を中心として−」『かながわの民俗芸能
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第 28 号』神奈川県民俗芸能保存協会、1979）pp.12-14.
(15)「中世の郷名にして、今の鶴嶺、茅崎の二村にあたる、鎌倉府の時、相模川の渡津
にあたるを以て水駅あり、懐島宿と云へり。今の今宿、町屋と云ふ大字は其遺名な
るべし。実暁記、京鎌倉六十三次の名を挙げ、平塚、懐島、鎌倉と云ふ。（改行）新
編風土記云、矢畑、円蔵、西久保の三村（これは今皆鶴嶺へ併す）を特に懐島と云
ふ、往還四望打開け、北の方富士山突兀として雲際に秀で、雨降箱根の二山其左右
に聳ゆ、遠くは伊豆の山々、近くは高麗寺山眺望最佳なり、大庭平太景能は此地に
住して、家号を懐島とも云へり、東鑑、建久元年十月三日、御上洛命進発給、冬天
無程臨黄昏之間、令宿于相模国懐島給、後陣輩未出鎌倉、大庭平太儲駄餉。◯今鶴
嶺村の大字円蔵に、平景能の宅址とつたふるものあり。」吉田東伍『大日本地名辞書
第六巻 坂東』(冨山房、1903)pp.68-69.
(16)同前掲書 p.68.
(17)大庭（平太または懐嶋権守）景義（景能）は保元の乱では源義朝、石橋山の合戦で
も源頼朝の麾下に参戦し、鎌倉幕府の重臣として仕えた。頼朝と景義の関係そして景
義の職掌について、福田晃は次のように述べている。「頼朝の政治は、なによりも寺
社の祭祀を重視する。それは関東の制覇が伊豆・箱根の寺院勢力によって成し遂げら
れたことと関わりがあろう。また、頼朝の政治は、巫覡（ふげき）の占卜に従うこと
が少なくない。その雌伏時代に常に元住吉社の神官一品房昌寛なる人物を侍らせてい
たことからも理解できる。されば、頼朝が期したものは、鎌倉権五郎の末葉たる大庭
家嫡男の当地方の御霊を祀る職能にあったことが思われよう。（中略）ただし、景義
の御霊を祀る能力が頼朝の大きな支えとなっていたことは動くまい。」福田晃『中世
語り物文芸−その系譜と展開−』（三弥井書店、1981）pp.174-175.
(18)「懐島の鎮守神にて、今宿、町屋の北なる大字矢畑に在り、宗牧東国紀行に、（改行）
相模川の舟渡して行けば大なる原あり、砥上原とぞ、此原あたりに見えたる神社あり、
問へば八幡勧請の一なりとぞ、花の梢一木二木、神さびたり［折る人や砥上が原の八
幡山神のもるてふ花のさかりは］とよめり、然れども砥上原とは茅が崎の東にて、八
的原、大庭野の辺を指す、懐島はその西に連接すれど、此をしも砥上原と云ふは稍精
しからず。八幡の境内を佐塚とも云ふ。（矢畑は永禄役帳己に東郡谷畑と記したり、
元は八幡なるべし）」注 15 前掲書 p.69.
(19)放生会とは「肉食を禁じた仏教思想に基づき、仁愛を示すものとして国家の主導の
もとに魚や鳥を解き放って生を全うさせる仏教儀礼。（中略）特に八幡信仰と習合し
て、七二〇年（養老四）宇佐大神の託宣により放生が行われ、山城国の石清水八幡宮
では八六三年（貞観五）より毎年八月十五日に行われ、九四八年（天暦二）勅祭とな
り、九七四年（天延二）に節会に準じた。中世になると、淀川・宇治川・琵琶湖をは
じめ諸国の河川で、放生と殺生禁断が行われた。石清水八幡宮では一四八三年（文明
十五）に中絶したが、一六七九年（延宝七）に再興、一八六八年（明治元）以降は、
新暦九月十五日に石清水祭と名称を変更して行われている。」西口順子『日本民俗大
辞典 下』（吉川弘文館、1999）p.530.
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(20)御霊信仰とは「不慮の災難で非業の死を遂げたり、生前の遺恨を晴らせぬまま憤死す
るなどして祟りをなす死者の霊を御霊といい、それを鎮めまつることでその霊威にあ
やかるなど御霊をめぐる信仰。御霊の初出文献は『日本三代実録』とされ、八六三年
（貞観五）五月二十日条に、空海が祈雨の法を修したと伝えられる京都市神泉苑で、
御霊会が開かれたとある。（中略）御霊会は、その鎮魂をはかるための回向法楽の法
会であった。同様に、疫病の流行を牛頭天王の祟りが原因として、それをまつり、怒
りを慰めるために催されたのが、京都八坂神社の祇園御霊会であった。しかし、御霊
は概して、不幸な死に方をしたまま充分に慰霊・供養を施されていない死者の霊をさ
すといえる。それも、単に怨霊であるというだけでなく、社会的影響力を持つ権力者
や指導者が憤死した場合に、その死が関係者の病気や死と結びつけられたり、地震・
落雷・疫病などの厄災と関連づけられたりして語られたときに、怨霊は御霊視され、
御霊信仰が形成されやすい。そこで、御霊会のような慰撫・鎮静の法会が開かれたの
である。やがて御霊は、こうして儀礼的に慰めるだけでなく、祭神としてまつられる
ようになる。神泉苑の御霊会で鎮めの対象となった六所御霊、あるいはそれに吉備真
備や菅原道真を加えた八所御霊をまつる神社は、全国的に見られる。」長谷部八朗『前
掲書』p.655. 従って南湖御霊会とは、鎌倉権五郎景正、源義経を祭神とする南湖御
霊神社（毘沙門堂）と牛頭天王を祭神とする八雲神社の習合した茅ヶ崎市南湖地区独
特の御霊会である。後述するが、この南湖地区が近世相模国総社六所神社社役頭の愛
甲神楽萩原家の旦那場であったことを鑑みると、円蔵神楽がそれを継承したことには
必然性がある。
(21)「禊と祓は別の儀礼であったが、両者は一連の行為観念であることから次第に接近し
て、平安時代以降は混同されるようになった」山折哲雄ほか２名編『日本民俗宗教辞
典』p.468.茅ヶ崎海岸浜降祭の禊祓とは、現在寒川神社が主張している旧暦６月晦日
の大祓である夏越祓・水無月祓を示すとして定義されている。この点から鶴嶺八幡宮
が主張している『勝福寺縁起』が佐塚明神の旧暦六月二十九日蒙古襲来戦勝祈願の浜
祈祷を示す「禊祓」と対立がある。
(22)メリアムは「第五章

共感覚と感覚相互間の様相」の中で「共感覚」には「感覚の転

換が実際に個人に体験される真の共感覚と、そうでなくてこの転換が人為的になされ
る連想の共感覚とは区別する必要のあることに、注意を促しておこう。」と主張して
いる。本研究のように集団と個人の関係性を「浮遊性」の概念から分析する上で有用
なのは、「感覚相互間の転移」と呼ばれる「ある一つの感覚領域からの刺激が、既知
の関係でもって、第二の感覚領域に表示される場合に起こるものである。」
「この感覚
相互間の転移は創造的になされうる。」という考え方である。メリアム, アラン。P.
（藤井知昭・鈴木道子訳）『音楽人類学』（音楽之友社、1980）pp.113-131.
(23)「間テクスト性が最もわかり易く顕れるのは、楽曲相互の間で旋律やリズムなどの断
片が「引用」されるときである。つまり、よく知られた旋律が新しい曲の中で部分的
にしろ聞こえてくれば、聴き手はすでに記憶の中にあるその旋律に親しみを覚えるだ
けでなく、その旋律がもっている意味を思い出すことができるので、その意味との関
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連において新しい曲を味わうことができるのである。（中略）歌詞を含む音楽、すな
わち声楽曲（歌）の場合、広い意味での間テクスト性の幅がさらに広がる。俳句に季
語があるように、季節や心情を歌詞の中に歌い込もうとする作詞家は、ある程度パタ
ーン化した語彙の選択をするものである。そのため、常識を備えた聴き手は、単語か
ら単語へと言葉の連鎖が進行するにつれ、イメージを作詞家の意図する道順で重ね合
わせていくことになるのである。そこには、その様式に馴染んだ人々が共有する概念
化のパターンが認められる。」徳丸吉彦『民族音楽学』（放送大学教育振興会、1991）
pp.109-11.
(24)「〈茅ヶ崎甚句〉の類型表現が歌い手の頭の中に蓄えられている、あるいはその歌い
手の所属する共同体の人々の間に存在し「浮遊」する特性を「浮遊性」と定義する。
〈茅ヶ崎甚句〉で歌われる物語空間では、音楽パフォーマンスにおける個人と集団
のテクストの機動的な読み取りとその音楽表現であるという意味で豊かな「浮遊性」
が確認できる。」拙稿「〈茅ヶ崎甚句〉の物語空間における浮遊する音楽特性」『民俗
音楽研究 第 42 号』（日本民俗音楽学会、2017）p.2.
(25)兵藤裕己は、「物語は〈書かれた〉本文（テクスト）にはなりきれない何かである。
モノの語り（表現）を生き直しうる次々の読者＝語り手へ向けて可能的に開かれてあ
るかぎりで、本文（テクスト）は絶えざる流動を本性とする物語であった。」と考察
する。兵藤裕己『語り物序説−「平家」語りの発生と表現−』（有精堂、1985）
(26)小泉恭子は、この「記憶風景」の音楽概念を「聴覚の個人史と文化的記憶が交わる想
起」「時間と空間を行き来する想起」「メモリースケープ」という概念で読み解いた。
小泉恭子『メモリースケープ 「あの頃」を呼び起こす音楽』（みすず書房、2013）
(27)「鶴岡八幡宮には年間七十五度と云われた程数多くの祭が行われていたが、所謂例大
祭なる最も重要視された祭事は、旧暦八月十五日に行われた放生会である。吾妻鏡に
この日、法会、舞楽、流鏑馬、相撲等が行われ、将軍以下武将等が行粧を整えて必ず
参向したことが屢々見えている。（中略）幕府の方針としても流鏑馬などの武士の参
加する祭事に重点が置かれ、舞楽、神楽等宮廷の神事芸を包容する石清水八幡宮とは、
影響を受けながらも別途の方向に進んだだろうと思われる。」 白井永二「鶴岡八幡
宮放生会考」『鎌倉風草集』（桜楓社、1986）p.145.
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第一章

先行研究の課題検討

本稿の課題は、前述のように、〈茅ヶ崎甚句〉と「円蔵神楽」の民俗芸能がこの地域村落
祭祀である「禊祓」の文化基盤において、「共感覚」としての「浮遊性」が「間テクスト
性」とどのように関連づけられて機能し、「浜下り」神事を媒として相互作用するのかに
ついて解明することである。この課題の設定は、現代社会における地域社会における「祭」
が、一見すると集客人数の上では盛況のように思われるが、神輿の担ぎ手の後継者不足や
その減少に見られるように、寺社信仰を背景とする本来の村落祭祀としては機能していな
いのではないかという、筆者の疑問から始まった。
1

民俗学における先行研究とその課題

現代社会における日本の「祭」の多くは、第二次世界大戦の戦後復興と民主主義社会の
到来を契機として、その前後で大きな断絶があったと考えられる。茅ヶ崎市の隣の平塚市
では昭和二十六年（1951）の夏から商店振興対策で「七夕まつり」が開催された（1）。
かつて村落祭祀で行われていた「祭」の多くは、宗教色が希薄となり、神社信仰よりも
行政側の地域経済の振興を目的とする「祭」に「統合化」されたのである。
この影響から村落祭祀の場で中心的役割を担った民俗音楽と民俗芸能の多くが「統合化」
されたと考えられる。このような地域社会の「祭」の「統合化」に関する先行研究には、
民俗学の柳田國男、福田アジオの研究がある。
柳田は戦後間もなく「村の祭と国の祭」（2）について中野重治との対談の中で次のように
述べている。
「中野（前略）日本の祭のことですけれども、（中略）山の中の学校に行ったところが、
暦があって、四方拝とかその他国の祭というものがあり、あれで見ると、昔からの民俗の
祭ですね、それがみんな国の儀式というか、朝廷の祭というか、政府の祭といいますか、
そういうものにみんな引き直されてしまったんですね。お彼岸とかお盆とかいうものが、
春季皇霊祭とかなんとかいう、政治的な皇室の祭になってしまった。つまり祭が式になっ
てしまってるわけですね。あれは一体いつ頃からああなったんですか、太政官でやったわ
けですか。柳田

そうですね。最近の法令が殊にそうなったんですね。以前から大祭とい

うのは二つよりない。一つは祈念祭。一つは新嘗祭。元来村々の祭も、夏祭りは別系統の
もので、二月と十一月なんですよ。だからそれに任せておけばよかったんですが、政府の
方で命令して、この日はかならず大祭をしろといったものだから、処によると年に二度や
ってるんです。十一月に自分の家の祭をやってまた祭日にやってる。おかしな話です。
（中
略）近頃祭は盛んになったけれども、神社信仰が維持せられているとは言えないようです
ね。お宮の方とはちっとも関係なしに、勝手にやってますからね。この頃たいへん太鼓の
音がするけれども、あれは整理し直さなければならないですね。」
（下線部筆者:以下第一章
同様）
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この中野との柳田の対談では、民俗芸能における「祭」の場そのものが戦後間も無くの
時点で大きく変容したことが問題提議されている。柳田の考察では「夏祭りは別系統のも
の」であると断定している。例えば、本来「浜下り」神事は、村落単位での「夏祭り」が
別系統であるという論理である。換言すれば、
「夏祭り」の祭礼日が茅ヶ崎海岸地域周辺で
は従来異なるため「浜下り」神事が個別に行われていた。つまり、
「夏祭り」というものが、
（3）
戦後になって統合化されて「浜降祭」
となったのは茅ヶ崎だけの事例ではないのである。

また柳田の「神社信仰が維持せられているとは言えない」という論点は、神社仏閣への
観客の動員数とは無関係であり、戦後、統合した「浜降祭」が衆目の注目を集めるに従い、
「神代神楽」の奉納が衰退しているように本稿の「浜下り」神事における主要な課題とな
っている。
例えば、茅ヶ崎海岸地域の「浜下り」神事は、八幡信仰、御霊信仰という神社信仰を背
景に地域社会の中で伝承された祭礼神事であったが、昭和三十年代に入り神奈川県重要無
形民俗文化財に指定され、「茅ヶ崎海岸浜降祭」に統合された。そのため、この地域の村落
祭祀における「浜下り」神事に続く神社社殿での宵宮神事「円蔵神楽」の神社祭礼次第は
省略され、または「円蔵祭囃子」（4）の奉納などに簡略化されたのである。
つまり、この地域の主要な宵宮神事である「円蔵神楽」奉納を補填するものが、柳田が
「この頃たいへん太鼓の音がするけれども、あれは整理し直さなければならない」と主張
した、江戸風の「祭囃子」なのである。現在、茅ヶ崎海岸浜降祭では各神社の神輿の宮出
しでは、茅ヶ崎市指定の重要無形民俗文化財〈円蔵囃子（茅ヶ崎囃子）〉が社殿の前で伴奏
されるが、茅ヶ崎市内各地域の「浜下り」神事における「宮出し」に関する戦前までの記
録では、調べた限り、そのような太鼓の楽器伴奏の記録は見当たらない。これは、戦後の
高度経済成長を背景とする湘南地方の急激な人口増加によって、茅ヶ崎市内各地域の神輿
の新造が続き、神輿製造元である浅草三社祭の「太鼓の音」を中心とする楽器伴奏である
江戸の「祭囃子」に習い、近年になって普及したものと考えられる。
このように柳田が指摘した民俗音楽、民俗芸能に関わる課題は、約五十年経過した現在
でも極めて重要な課題であるにも関わらず、民俗学とその関連学会において時折話題に上
ることはあるが、積極的に議論されることはあまりない。むしろ、戦後「統合化」された
これらの民俗音楽、民俗芸能を新たに重要無形文化財として保存する行政側の動きの方が
活発となっているようだ。
（5）
例えば、福田アジオは「民俗の観光資源化を促す行政側の動きが明確になった」
のは、

平成四年（1992）に制定された「地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特
定地域商工業の振興に関する法律」いわゆる「お祭り法」であると主張している。さらに
福田は「実際にはフォークロリズムの動きの中で、各地で年中行事や祭礼あるいは民俗芸
能のイベント化が行われた。祭礼や民俗芸能の一部を舞台や特設会場で上演することが当
たり前になり、それに伴い限られた時間と空間のなかで観客の存在を前提にした演出が加
えられ、全体として華やかで見栄えがするものになっていくことが見られた。民俗学とし
て法令やその具体化を進める行政の動向を注視し、検討すべきであろう」と総括している。
この福田の主張から筆者は、
「各地で年中行事や祭礼あるいは民俗芸能のイベント化が行
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われた」ことによって、集客が見込まれ舞台で見栄えのする民俗芸能が抽出されたことと、
例えば「椎葉神楽」（6）のように各集落の神社信仰に基づく共同体の中で通用し伝統的に運
営されてきたものとの「民俗芸能の二極化」がさらに促進されたと考えている。その結果、
各集落の神社信仰に基づく共同体の中で通用し伝統的に運営されてきた「椎葉神楽」のよ
うな民俗芸能が、現在の民俗芸能の中では、マイノリティ化したことは言うまでもない。
しかし、その少数派となった民俗芸能は、逆に現代社会の中で「秘境ツアー」の人気から
好事家や外国人観光客の間では希少価値のあるものとして見直されつつある。
「椎葉神楽」には、舞と神楽囃子で展開する様々な物語空間を即興的に掛け唄で埋めて
いく「せり唄」（7）が存在する。これは地域社会の年中行事や祭礼における構成員の頭の中
で台本のない「共感覚」が働き、「浮遊性」が機能するからである。逆に、民俗芸能の一部
を抽出し、地域の異なる演目と混ぜ合わせたイベントでは、この「共感覚」は部分的なも
のになる。つまり、このような「共感覚」のメカニズムを「浮遊性」と「間テクスト性」
から解明するのが本稿の研究における眼目となっている。
そこで、構成員の頭の中で機能する「共感覚」とはどのようなものであるかについて、
先行研究から検証してみることにする。
例えば、前述の「村の祭と国の祭」の対談で中野は「日本の祭の歌やなんか、合唱より
も、みんな同じ旋律で唱いますね。ヨーロッパのように高いのと低いのと波を交ぜてハー
モニーをつくる、ああいう唱い（ママ）方は日本にはなかったものですか。」と柳田に問い
かけている。柳田はこの質問に「日本のあれは統一する一つの手段だったかもしれないが、
一つの旋律しかない、あとの人はみな頭の中で繰返しているだけで、口に出さない、合唱
しない、全体歌の言葉が少のう（ママ）ございますね。しかし、あれが昼間でなく、夜で
あるところに非常に意義があったんでしょうね。言葉はちっとも聞こえないで、囃子だけ
が聞こえる。宮中なんかの御神楽もそうですね、歌っているのは耳に入らない、同じメロ
ディだけ何べんも（ママ）くりかえしているうちに、念入りに興奮して来るんですね。」（8）
と回答している。
この柳田の見解は「宮廷御神楽」を例に、神社信仰を背景とする特定の共同体において
「共感覚」が機能し、「祭りの歌」が構成員の頭の中で繰り返されることを意味している。
しかし、柳田が「統一する一つの手段」と言っているのは宮廷御神楽における固定化され
た「一つの旋律」のことであって、例えば「椎葉神楽」の〈せり唄〉のように繰り返され
るうちに旋律だけでなく、詞章のヴァリアントを生み出す余地を残す「音楽の概念」があ
ることには直接言及してはいない。それでは、「椎葉神楽」の〈せり唄〉のように、村落祭
祀としての神社信仰を背景とする物語空間を即興的に掛け唄で埋めていく「語り物」の機
能における「音楽の概念」について、ここで順を追って検討を加えなければならない。
2

音楽学における先行研究とその課題

時田アリソンは「職業的な「他者」が叙事的な詞章に節をつけて語る、ふつう伴奏楽器
（9）
を伴う声楽曲、と定義する。英語にすれば、musical narrative である」
と定義している。

この定義は、近代以降の師弟関係が確立し、伝承内容も固定化された〈浪花節〉など職業
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歌手を想定した、一般的定義と言わざるをえない。これでは、椎葉神楽における「せり唄」
との関係性や、村落祭祀を背景に展開する神輿担ぎ唄である〈茅ヶ崎甚句〉の「語り物」
としての機能を説明することはできない。
この点について、音楽学の蒲生郷昭は「旋律よりも詞章の内容を一義的に扱い、詞章が
もつ日本語としての性格が旋律に大きく反映するのが語り物で、詞章の内容よりも旋律の
動きを一義的にあつかい、詞章の日本語としての性格が旋律に反映する度合いが小さいも
のが歌い物である。語り物では、詞章の文学的内容が演唱形式に大きく反映するのに対し、
歌い物はその度合いがすくない、あるいは目立たない、という指摘もできる。平たくいえ
ば、リズムが拍節的であれば替え歌やカラオケがいちおう可能なのが歌い物であるのに対
して、ほとんど、あるいはまったく、不可能なのが語り物ということになる。しかし、両
者の境界（種目を分類するときの境界ではない）は、かならずしも明確ではない。」（10）と定
義している。
この蒲生の定義から筆者は、
〈茅ヶ崎甚句〉の機能には「詞章の文学的内容が演唱形式に
大きく反映する」語り物と「リズムが拍節的であれば替え歌やカラオケがいちおう可能な
のが歌い物である」歌い物の「音楽の概念」が共存すると考えている。
例えば、
〈茅ヶ崎甚句〉は、参会者の間で初句と脇句の提示から鑑賞と創作を繰り返すう
ちに、思い浮かべる句境が移り変わる「心的過程」を表現する〈連歌〉のような、歌合せ
の運用方式で展開している。そのため、〈茅ヶ崎甚句〉の詞章には〈掛け合い唄〉の特徴や
詞章の文学的内容が認められると同時に、「わたしゃ茅ヶ崎荒波育ち…」「わたしゃ茅ヶ崎
赤羽根育ち…」などのように「替え歌やカラオケがいちおう可能な」
「詞章の内容よりも旋
律の動きを一義的」に扱う箇所なども指摘できる。さらに、この独特な〈神輿担ぎ唄〉の
性格から「相州神輿」の「箪笥」の打楽器伴奏の「拍節的なリズム」機能が働くのである。
つまり、この特性から〈茅ヶ崎甚句〉には「語り物」と「歌い物」の共存する「音楽の
概念」あり、その物語空間の流動的な動きに「浮遊性」が機能していると分析できる。
この「音楽の概念」の典拠は「口頭常套句説」と呼ばれる英米文学における口承伝承研
究の理論である。この理論は、英米文学における口頭伝承歌謡の研究の方法論から援用し
たもので、三井徹と原一郎の先行研究（11）が挙げられる。
三井は「口承されてきて、叙事歌手の頭の中に蓄えられている、あるいはそのうたい手
が所属する共同体の人々のあいだに浮遊する、たくさんの常套句を、うたい手が選択し、
展開していく主題の要所要所を埋めていく、その方法による伝え方、つまり一言一句がう
たい継がれるのではなく、類型的な文句のかたまりが随所にはめ込まれて、同一の物語が
（12）
再創造されるという伝え方で、個々の物語がうたい継がれていくのだ。」
と主張している。

原は「日本文学のなかにバラッド的要素をもつジャンルを求めるとすれば、それは謡曲
ということになるだろう。バラッドは叙事的・抒情的・戯曲的要素を未分化の形において
蔵している歌謡であって、その物語は対話によって展開されるのが通例である。謡曲にお
けるシテ・ワキ・ツレによる「問答」または「掛け合」は、バラッドの対話（dialogue）
であり、地謡はリフレーンに当たる。謡曲では三人称で登場人物が自分自身の動作を叙述
する方法がとられているのは、バラッドにおいても三人称で話が進展するのと同じである。
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また、能が間接的表現を用いて観客の想像力に訴えようとしているのは、バラッドが迂曲
法（indirection）によってその劇的効果を高めようとしているのに等しい。更にまた、謡
曲の構成が五段区分であることも、バラッドの劇的効果と類似している。こうした形の面
のみでなく、主題について見てみても、1.怨恨・恋愛・亡霊などの文学的主題、2.説話伝
説を素材とする超自然的主題、3.社会の出来事や史実を主題とするもの、それらはバラッ
ドにも均く見られるところのものである。」（13）と「謡曲」と「バラッド」の主題と結構の問
題を指摘している。
ただし、原は「イギリスにおけるバラッドは、類型的な詞章や詞型の形成は口承により、
あるいは carole タイプの円舞により促進され発達した」「換言すれば、謡曲には作者があ
り、バラッドには作者がないと一応いえる。このように両者はその生成の経路が異なるに
も拘わらず、物まねとしての性格を共有している」と強調している。
このように、「バラッド」における「口頭常套句説」が含有する「表現特性」「劇的効果」
「物まねとしての性格」などを物語空間の「浮遊性」の概念に適用して、筆者はこれまで
〈茅ヶ崎甚句〉、幸若舞曲〈浜出〉、「円蔵神楽」などの研究活動を行ってきた（14）。
具体的には、近代の神仏分離令以降、「浜下り」神事ではなく、茅ヶ崎市・寒川町合同の
郡市規模で統合された「茅ヶ崎海岸浜降祭」への変容は、神輿担ぎ唄の〈南湖下町甚句〉、
〈上赤羽根甚句〉、〈柳島甚句〉の統合をも促し、〈茅ヶ崎甚句〉という「統一甚句」の運用
形態になり、固定化されたことを検証し、
〈茅ヶ崎甚句〉の変容のメカニズムから「浮遊性」
を分析した（15）。
次いで、昭和二十年代まで「浜下り」神事の宵宮として奉納されていた「円蔵神楽」の
「曲舞」（16）は、「相州舞々（幸若舞）」（17）の伝統様式を受け継ぎ、この地域の八幡信仰
と御霊信仰における「禊祓」の基層文化が、「浜下り」神事との相互補完的役割を担って
いたことを論証した（18）。
しかし、茅ヶ崎海岸地区を中心とする集落単位の「浜下り」神事が近代以降「浜降祭」
へと統合されるに従い、
〈茅ヶ崎甚句〉と「円蔵神楽」の伝統は衰退したと言わざる得ない。
従って、これらの民俗芸能の本質は地域社会の中で、地域特有の「禊祓」の神社信仰を
背景に育まれた「共感覚」から土着し伝承されたことを検証し、民俗芸能研究における構
造主義の立場とは異なる、筆者が主張する芸術体系における相互補完的作用に見られる、
「浮遊性」という「対立の概念」からの批判を加え、音楽人類学の「共感覚」が共同体の
人々の間に「浮遊する特性」を物語空間の「浮遊性」と定義して、ポスト構造主義分析派
の「矛盾」、「曖昧さ」を解消しようと挑んできたのである。
また一方で、民族音楽学の分野における徳丸吉彦らが主張する「間テクスト性」理論も、
三井の「口頭常套句説」を補完する先行研究として、筆者の論考では多く取り上げている。
この理論は、近年（2018）に川崎瑞穂が「間テクスト性」理論をレヴィ＝ストロースの
構造主義の立場から主張した考察（19）もあるが、むしろ筆者が主張する「浮遊性」の理論を
補完するのは、構造主義以前のシフロフスキー、ヤコブセン、ヤクビンスキーらが提唱し
た「ロシア・フォルマリズム」（20）における芸術理論を、筆者は「間テクスト性」と読み替
え、敢えて意識的に援用している。
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例えば、シフロフスキーは「芸術作品は、他の諸芸術作品を背景に、それらとの観念連
合によって知覚される。芸術作品の形式は、それ以前に存在した様々な形式との関係によ
って決定される（中略）パロディーばかりでなく、一般に芸術作品はすべてなんらかの手
本とパラレルに、それとの対立として創られる。新しい形式は、新しい内容を表現するた
めにではなく、すでに芸術性を失った古い形式にとってかわるために出現するのである。」
（21）

と主張している。つまり、徳丸らが民族音楽学の立場から主張する「間テクスト性」の

理論との差異はないだけでなく、重要なのは「他の諸芸術作品を背景に、それらとの観念
連合によって知覚される」
「すべてなんらかの手本とパラレルに、それとの対立として創ら
れる」性質が、例えば〈茅ヶ崎甚句〉と「円蔵神楽」の事例のような民俗音楽と民俗芸能
の間においても成立し、援用できることである。
その上、この芸術理論では「間テクスト性」に相当する箇所が音との関係性から「言語
の階層構造の最下レベルは音であり、この音と意味の関係を探ることによって、フォルム
の知覚のメカニズムを明らかにしたのは、フォルマリズムの第一の成果であった。伝えた
いことさえ伝わってしまえば、それがどう言われたかは二次的な問題に過ぎないような日
常言語では言葉は味わわれない。これに反して、詩的言語では言葉は味わわれるように工
夫されており、その結果、音が意識のもっとも明るい部分に浮上し（L.ヤクビンスキー）、
それにともなって語の意義も浮上し（ヤコブソン）、語の意義と文の意味の葛藤が始まる。
このあたりを意味の諸レベルの葛藤として追及して行ったならば、もっと面白い成果が得
られたにちがいない。詩では日常的言語とは違った特異な言葉をもちいることができるか
ら、正しい文とは何か、ということが問題になるわけだが、ロシア・フォルマリズムの言
語理論は、その発足当初からこの問題を射程内においていた。彼らはそれを異化作用の概
念で正当化し、異化の許容度が「文学発展」によって条件づけられていることを明らかに
した。」（22）と述べている。
この「フォルマリズム」の観点から筆者は、〈茅ヶ崎甚句〉と桑田佳祐の〈My Little
Hometown〉が民俗音楽の特徴である、この地域特有の「湘南訛り」の詞章に掛かるテクス
トにおける、意味作用の「浮上する」諸レベルの葛藤である「間テクスト性」の読み込み
と考え、この地域の「共感覚」に見られる「浮遊性」の働きとして機能している。
その機能は、小倉朗が『日本の耳』（23）で指摘した「湘南訛り」の弱拍語末の「ヨサネ」
の音韻が脚韻として意識的に強調される、この地域特有の民俗音楽における「形式の対立」
の概念として考えられる。
同様に、筆者は円蔵神楽の「舞」の視覚的要素と「神楽囃子」の音楽的要素に「浜下り」
神事に見られる地域特有の神社信仰を背景とする「語り」の要素がどのように絡み合い、
機能するかについて検討を加えることによって、円蔵神楽のような仮面黙劇であっても、
「舞」の視覚的要素から、反閇の所作の呪術性だけでなく、神楽囃子との音楽的な要素を
含む関係性としての「間テクスト性」が人間行動として知覚され、その物語空間に共感覚
として働き、「浮遊する」機能が確認できると考えている。
例えば、橋本鶴人は「近世相州の神事舞太夫と神楽師集団の動向−愛甲村萩原家・祓講を
中心に−」
『民俗芸能研究第36号』）の中で「神事舞太夫と陰陽師が混在」（24）する愛甲神楽の
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特徴を挙げている。この愛甲神楽の継承者である「円蔵神楽」は、近世愛甲神楽の旦那場
であった東海道筋の民間占卜者との統合によって、他の相模流神代神楽とは異なる陰陽道
の性質がより強化された。そのため、視覚的要素である「舞」に歌舞伎、面芝居の要素を
付加した演繹的な黙劇の表現するテクスト（「祭文」などを含む文字テクスト以外の非文字
テクスト）が豊富になった。それと同時に、その黙劇が表現するテクストは、祭式の中に
祈祷的性格を醸し出し、反閇の所作などの音楽的な要素と関連づけられて認識されている。
3

音楽教育学における先行研究とその課題

音楽教育学の分野ほど民俗音楽と民俗芸能の「統合化」による恩恵を受けた分野はない。
それは明治期以降の急激な社会制度の西洋化によって、日本の音楽教育が集団授業の展開
を中心とした学校運営に基づく、合理主義を規範とするヨーロッパ古典音楽に極端に依存
し、始められたからである。クラシック音楽は多様な教会旋法（音階）から長調、短調の
二系統の音階へと統合された経緯がある。この経緯から西洋古典音楽は「音の基準値」の
平均律を設定して楽器の調律も容易なので、日本の音楽教育は、百五十年以上も西洋化を
進めてきたのである。
従って、学校教育関係者を中心とする音楽教育学の分野では、日本の近世の寺社信仰を
背景する民俗音楽と民俗芸能の分野においても、これまで演奏や楽曲分析などがキリスト
教を背景とする西洋古典音楽の合理主義の考え方が通用し、統合型学習を中心とする授業
展開が運用されてきた。例えば、日本の音楽教育ではオーケストレーションの調和を重視
するため教室環境の中での「類似性」「近似性」を尊び、「流動性」「異質性」を蔑む傾向が
ある。この点について矢澤千宜は「音楽としてのオノマトペ」『教育工学研究 第19号』の
中で次のように述べている（25）。
「筆者（矢澤）は一方で、リコーダーを通してルネッサンスやバロック、そして現代の
音楽を研究しているが、そこから得た音楽の概念から、古典派以降近代までの音楽様式を
中心に行う音楽教育に、若干の焦燥感を感じていた。ルネッサンスやバロックの音楽には、
楽器選択の自由や即興演奏など、古典派以降の音楽様式にはみられない自由闊達な自己表
現の場があり、現代の音楽には、音楽成立の過程における音の思索の場があるのではない
かという着想から生じたものである。しかし、こうした音楽活動と授業を結びつける意義
を持ちつつも、そのために不可欠な技術や知識の習得を先行させねばならないことに思い
あたると、その授業の結果に自信を持つことはできなかった。」
音楽教育とヨーロッパ古楽との間に隔たりを感じたのは、矢澤だけでなく、むしろ彼が
音楽の授業の中で教えた生徒たちだったのでないかと思う。言い換えれば、矢澤が考える
「音楽の概念」として体得した「楽器選択の自由や即興演奏」「自由闊達な自己表現の場」
「音楽成立の過程における音の思索の場」は学習環境の問題としても捉えることができる
ので、むしろ授業実践として矢澤の考えている三つの「音楽の概念」が生徒にうまく伝わ
ったかが重要なのである。だからこそ矢澤は「古典派以降近代までの音楽様式を中心に行
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う音楽教育に、若干の焦燥感を感じていた」のである。つまり、学校教育における統合型
学習の授業空間では、前述のように矢澤が体得した「音楽の概念」と「古典派以降近代ま
での音楽様式を中心に行う音楽教育」が対立するのである。これは何も音楽教育学の分野
において西洋音楽だけの問題ではなく、本稿のような民俗音楽や民俗芸能を学習指導要領
に導入した音楽教育の授業実践では、未だに大きな課題となっていると考えられる。
それではこの「音楽の概念」とは一体どのような考え方なのだろうか。
この課題については伊野義博の先行研究や教育実践の論考が数多くある。伊野も矢澤の
ように、長年公立学校の音楽科教員を勤め、研究者としての立場からもこの「音楽の概念」
と向き合ってきた。
伊野には「なぜ日本の舞・踊りは音楽教育と結びつかないのか
（26）

て」
（『音楽教育実践ジャーナル８(2) 2011』）

–民俗芸能を切り口とし

の中で「音楽教育における「音楽」の捉え

方が、民俗音楽のそれと齟齬をおこしているのではないか」という問題意識がある。さら
に伊野は「民俗芸能における舞・踊りと音楽の関係をとらえ」「種々ある民俗芸能から、こ
こでは地方の舞楽と盆踊りに注目する」とし、
「新潟県糸魚川市天津神社舞楽、静岡県周智
郡森町小國神社十二段舞楽、新潟県新潟市新潟盆踊り」の三つの事例から「それぞれの舞・
踊りと音楽との接点に照射することにより、舞・踊りと音楽相互の有り様を浮き彫りにす
ることができるだろう」と考えている。
この論考の中で伊野は、新潟県糸魚川市天津神社舞楽、静岡県周智郡森町小國神社十二
段舞楽の二つの舞楽に関する考察では、
「舞の唱歌」が「舞を舞うために存在するものであ
るから、舞と一体となった学習が不可欠である」
「唱歌の唱え方は、本質的に動きの性格と
連動している」ので、
「身体の動きと唱歌を唱えるという行為が同時に行われない限り、こ
の音楽を学ぶ意味は生まれてこない。身体系と直接的に結びつくことによって、はじめて
音楽学習が成り立つわけである」とまとめている。さらに伊野は、かつて〈新潟甚句〉が
「新潟盆踊り」の場において「特定の人や集団に対して当てつける、皮肉って歌うやり方」
であり、「歌い手は、踊りの集団に歌を当て、当てられた踊り手は、それに声や時にしぐさ
で返していく」民謡であったが、戦前に皇室関係者の新潟来訪を契機にして、
「個々の歌い
手の個性を反映していた旋律は一本化され、卑猥な歌詞が除かれて「洗練」され、即興性
をもっていた旋律や歌詞が固定化されるとともに、拍子にあった踊り方が決められていっ
た。」と分析している。
この伊野の先行研究で重要なのは「なぜ日本の舞・踊りは音楽教育と結びつかないのか」
という課題から「舞と一体となった学習が不可欠」
「唱歌の唱え方は、本質的に動きの性格
と連動している」
「身体系と直接的に結びつくことによって、はじめて音楽学習が成り立つ」
個々の歌い手の個性を反映していた旋律は一本化され」
「即興性をもっていた旋律や歌詞が
固定化される」「拍子にあった踊り方が決められていった」という「音楽の概念」を学校教
育の現場で活かされていないことである。しかし、それだけではない。おそらく「日本の
舞・踊り」が音楽教育と結びつかないのは、音楽教育の教室環境、つまり音楽を創作する
場にあると筆者は考えている。
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例えば、この中で伊野が指摘したように、音楽科の授業では歌唱、器楽、創作、鑑賞の
四つの活動のいずれかを柱に展開するが、少なくとも「舞う・踊る」の活動がない。この
課題を解決するには、保健体育科との「アクティブ・ラーニング」（27）を取り入れた横断的
な学習を展開することで解決できる。むしろそれよりも、生徒主体の「音楽創作の場」が
音楽科教師の「評価のための指導の場」になっているのではないかと筆者は危惧している。
この点についても伊野は、矢澤のように「その根底には、西洋芸術音楽に対する表現や
鑑賞の学習を中核とする思想が流れていると思われるが、ここからは音楽を身体と切り離
して自立的に扱う発想がうかがわれる」と指摘している。つまり、伊野は「身体をダイナ
ミックに使って〈舞の唱歌〉の本質を捉えていくような方法は採用されない」「〈新潟盆踊
り〉が（「統合化」された〈統一甚句〉である：筆者追加）〈新潟甚句〉になってはじめて
音楽教育の対象として、その仲間入りを果たす」
「音楽科の思考法は、身体を通してわかっ
ていく思考法とは、必ずしも一致しない」と主張しているのである。
このように、近代以降の音楽科教育における運用では、日本の舞・踊りの「音楽の概念」
と「音楽科の思考法」が対立する。その背景となるのは明治維新以降の近代化による学校
教育の「統合化」の動きと無関係ではない。この動きの中で学校教育における教室環境で
は、例えば、ピアノの鍵盤構造が象徴しているように「音楽」を構造的に捉える、音楽科
の表現学習の「一元化」が展開されるのも「音楽科の思考法」を支える要因と考えられる。
つまり、「音楽科の思考法」では、明治維新以降の近代国家の枠組みの中で、音楽科の授
業において楽曲とその曲想そのものが作曲者個人の創作である点をそのまま受け止めずに、
全体主義の立場から構造的にその関係性を捉えることで、何か共通の理念を持つ核心的な
「国是」のように「音楽」を扱っているのである。従って、本稿で扱う〈茅ヶ崎甚句〉や
「円蔵神楽」ような神仏習合の名残を留める「仏教芸能」の多くが、教育現場だけでなく、
村落祭祀の運用においても神仏分離令以降、宗教色が薄められ、骨抜き状態にされている。
またこの二つの対立は、現代社会において音楽教育学だけの課題ではなく、前述の民俗学、
民俗音楽学の先行研究にも共通する重要課題として取り上げる必要がある。
このように、近代日本の「祭」の統合化への動きから地域社会における村落祭祀である
民俗音楽、民俗芸能は、政治、経済、社会、教育の各分野から様々な干渉を受け、変容を
余儀なくされたのである。そこで、本研究では、こうした「祭」の統合化により地域社会
の祭祀芸能の場において個人と集団の関係性が人間行動としてどのような変化が生じたの
かを分析し、民俗音楽、民俗芸能における物語空間の「浮遊性」の実態を明らかにしたい。
そのため、この「浮遊性」の研究では、本稿全体を通して、茅ヶ崎海岸地域における村
落祭祀の構造変容だけでなく、むしろそれ以上に、この地域の祭祀芸能が「口頭伝承」と
いう時空を超えて受け継がれた変容過程を重視し、この地域独自のその特徴的な歌唱行動
や身体行動から、個人が集団との相互作用の中で「可変性」を自覚し、その「共感覚」を
意識しながら再創造する働きがあることを前提において考察しなければならいのである。
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注
(1) 平塚市企画室市史編纂室編『平塚市郷土誌辞典』（平塚市、1976）
(2) 「（対談）文学・学問・政治」『展望』1947 所収」『文芸読本 柳田國男』（河出書房新
社、1983）pp.98-99.
(3) 「茅ヶ崎市、寒川、小出二ヶ町村合同の第一回カーニバルは十五日相模名物浜降祭を
期して開催された。市中は前夜から大賑わいで寒川神社神輿を茶屋町に迎えて未明の
四時過ぎ全市の神社神輿が次から次へとくりだし、淡い月光の下に海岸への道路は何
処も人波に埋まり、東の空からのぼりはじめた太陽に富士山がくっきりと姿を見せる
ころ、海岸一帯は五万を超える人々で埋まった。やがて大小の神輿は若人の肩にのっ
て砂丘に舞い、ナギサをかけ観衆をうならせた、一方カーニバルの仮装行列はこのと
き群衆を分けて浜辺をねり歩き、民主判官大岡越前守、黒人、孫悟空とその一行、吉
田白足袋首相とトルーマン米・アトリー英・スターリンソ連三首脳の似顔絵行列など
おもいおもいの趣向に観衆を喜ばせた。祭典は九時半から古式にのっとり執行され、
夏祭りの豪華版“暁の祭典”を終わった。かくて再び神輿は海辺を乱舞して仮装行列
とともに町の中へくりこみ駅前広場で仮装コンクール審査発表と授賞式を行った。ま
た午後一時からと六時からは茅ヶ崎小学校講堂で霧島昇、渡辺はま子、三亀松、綾太
郎などの芸能大会が催されて満員の盛況今十六日も昼夜二回続演する。「盛大に「浜
降祭」茅ヶ崎海岸・人で埋まる」『神奈川新聞』（昭和二十四年七月十六日）
(4) 〈円蔵祭囃子〉の円蔵祭囃子保存会は、茅ヶ崎市の鶴嶺地区の祭囃子の後継者不足か
ら昭和三十五年発足、昭和五十年（1975）茅ヶ崎市指定重要無形文化財になっている。
同保存会発足の五年前、「円蔵神楽」高橋鯛五郎最終公演となった新町厳島神社神楽
奉納大会の幕間でも披露している。なお、桑田佳祐が茅ヶ崎のレコード店 CHIYAMA
で探した〈茅ヶ崎甚句〉（日本コロムビア、1995）の録音にも参加、前奏部において
「円蔵祭囃子」の演奏が披露されている。
(5) 福田アジオ『現代日本の民俗学 ポスト柳田の五〇年』吉川弘文館、2014）pp.266-267.
(6) 「椎葉神楽は宮崎県東臼杵郡椎葉村に伝えられてきた古風な神楽である。（中略）松
尾・下福良・大河内・不土野の四地区二十六ヶ所の集落で、十一月下旬から十二月下
旬にかけて行われる。舞処である御神屋の誂え方をはじめ神楽次第や唱教・舞の型な
ど地区ごとに特色があり、また同じ地区内でも違った形が見られるなど地域的特色が
顕著である。渡辺伸夫「椎葉神楽概観」『椎葉神楽【山の民の祈りと舞い】』（平河出
版社、1996）p.122
(7) 「椎葉の神楽せり歌は、神楽せり歌と神楽囃しの二種類に大別されるが、さほど厳密
なものではなく、神楽せり歌を神楽囃しということもある。前者が神楽に寄せる心情
や男女の恋情などを内容とするのに対して、後者は囃し言葉ともいい、舞い手を直接
的に囃すことに主眼が置かれている場合が多い。」
「神楽せり歌には、即興的に歌われ
る作り歌もあり、舞子を囃すばかりでなく、神楽の庭を和やかにして盛り上がらせ、
活性化する働きがある。恋の歌や性の歌はその効果を高めていよう。神楽せり歌や囃
しがさかんに飛び交い、最高潮に達した時の神楽場は、まさしく陶酔境といってよい。
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神楽せり歌は、きわめて大切な伝承なのである。かつて夜神楽では、村人たちが互い
にせり歌を夜通し掛け合い、翌日は声が枯れてしまったという話を聞いたことがある。
昨今、せり歌が衰退化していることは否定できない。」渡辺伸夫『椎葉神楽発掘』（岩
田書院、2012）p.434,435-436.
(8) 注(2)前掲書 p.99.
(9) 時田アリソン「語り物の概念化へむけて」『日本の語り物 口頭性・構造・意義』国際
日本文化研究センター、2002）p.1.
(10)蒲生郷昭「語り物の用語史」同前掲書 p.19.
(11)三井徹「バラッドとその周辺」『フォーク・ソングのすべて』（東亜音楽社、1966）
原一郎『バラッド研究序説』（南雲堂、1975）
(12)「歌われる物語空間」『Moments Musicaux 楽興の時』（フィリアホール、1993）p.218
(13)注(11)原一郎 前掲書 pp.154-155.
(14)拙稿「〈茅ヶ崎甚句〉の物語空間における浮遊する音楽特性」（前掲書 序章（24））、
同「「ハマオリ」神事と〈茅ヶ崎甚句〉の成立と展開」−幸若舞曲〈浜出〉で歌われる
物語空間の「浮遊性」を中心に−」
『現代社会文化研究 No.66』
（新潟大学大学院現代社
会文化研究科、2018）、同「円蔵神楽と「浜下り」神事の地域的特性−「禊祓」の
文化を媒とする相互補完的役割について−」
『現代社会文化研究 No.71』
（新潟大学大学
院現代社会文化研究科、2020）
(15) 序章 注(24)前掲書
(16)「曲舞」とは一般に「鎌倉末から室町期に流行し、拍子に重きをおいたリズミカルな
歌にあわせて扇をもち簡単な舞を舞った」「叙事的歌詞が主なものを観阿弥が能風に
やわらげ「小歌節曲舞」を開発した」と定義されている。田中健次『図解 日本音楽
史 増補改訂版』（東京堂出版、2018）p.93.
(17)一般に「相州舞々」と呼ばれた神事舞太夫は、鎌倉期から室町末期に至り戦乱で荒廃
した鎌倉とその周辺の寺社の再建復興に関わり、『寺社縁起』と関連づけて（源頼朝
の治世を「言祝ぐ」＜浜出＞など）近世以降も寺社の祭礼神事で「曲舞」を奉納した
「舞い手」であった「円蔵神楽と「浜下り」神事の地域的特性−「禊祓」の文化を媒
とする相互補完的役割について−」（注（14）拙稿 前掲書）p.90.
「幸若舞」とは「南北朝時代に曲舞から派生したといわれる」「軍記物など語りが主
で舞は少ない」「数人で語るのは能に近いが人物に仮装性がなく平曲と違って語りに
所作がつく」「能への直接の影響はない」とされている。（前掲書（16））p.93.
(18)注(14)前掲書
(19)川崎瑞穂「民俗音楽の間テクスト性再考−木内論文の批判的継承に向けて−」（日本民
俗音楽学会第32回大阪大会口頭発表、2018年12月9日）
(20)「ロシア・フォルマリズム」は、「二〇世紀初頭ロシアの文芸批評の潮流」である。
「十九世紀末から二〇世紀初頭にかけて、芸術や文化の諸ジャンルが、それぞれ限界
を意識しはじめ、自己意識をもちはじめた。つまり、現実と作品の一対一の対応関係
に価値を見いださなくなり、作品を現実から独立した文化現象として見なし始めたの
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であった。ここでロシア・フォルマリズムの果たした役割は大きく、ブリューソフ、
イワーノフらシンボリズムの詩人たちは現実を超越した神秘的宗教的現実を表現す
る言語を追求した。当然それは自律的な文体、韻律の追求に向かったのであり、その
意味でフォルマリズムの先駆けと言える。（中略）彼らは意味のない音の合成によっ
て新しい詩的言語を創造しようとした。この未来派の詩的実験に見合う形で、つまり
音韻論、リズム論においてフォルマリズムのまず第一の業績が生み出される。それは
必然的に詩的言語を日常言語に対立させて（つまり美的機能と伝達機能）、とらえる
ことを意味した。永田靖「ロシア・フォルマリズム」今村仁司編『現代思想を読む辞
典』（講談社、1988）pp.649-650.
(21)「シクロフスキー『散文の理論』（1925）pp.26-27.からの引用箇所」磯谷孝「（解
説）言語学から文化記号論へ」Yu.ロトマン『文学と文化記号論』(岩波書店、
1979)p.354.
(22)注(21)前掲書 p.355.
(23)小倉朗『日本の耳』岩波新書（岩波書店、1977）pp.150-151.
(24)橋本鶴人「近世相州の神事舞太夫と神楽師集団の動向−愛甲村萩原家・祓講を中心に−」
『民俗芸能研究第36号』（民俗芸能学会、2004）p.35.
(25)矢澤千宜「音楽としてのオノマトペ」『教育工学研究 第19号』（金沢大学教育学部、
1993）p.26.
(26)伊野義博「なぜ日本の舞・踊りは音楽教育と結びつかないのか

–民俗芸能を切り口

として」（『音楽教育実践ジャーナル８(2) 2011』）pp.6-13.
(27)「アクティブ・ラーニング」は、
「教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、
学修者の能動的な学修への参加を取り入れた教授・学習法の総称。学修者が能動的に
学修することによって、認知的、倫理的、社会的能力、教養、知識、経験を含めた汎
用的能力の育成を図る。発見学習、問題解決学習、体験学習、調査学習等が含まれる
が、教室内でのグループ・ディスカッション、ディベート、グループ・ワーク等も有
効なアクティブ・ラーニングの方法である。」中央教育審議会「用語集」『新たな未
来を築くための大学教育の質的転換に向けて−生涯学び続け、主体的に考える力を育
成する大学へ（答申）』（文部科学省、2012）p.37.
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第二章 〈茅ヶ崎甚句〉の浮遊する音楽特性
桑田佳祐のDVD (1)を見ていると、コンサートの参加者は観衆という言うよりもむしろ生活
時間を共に過ごす共同体の構成員であるかのごとく桑田の音楽と積極的に向き合い、彼の
様々なテクストを読み取っているようだ。まるで浜降祭(2)の会場のような雰囲気である。
この映像に収録された桑田佳祐の2012年の全国ツアーでは、ほとんどすべての公演会場
において東日本大震災の起きた前年のライブのオープニングで歌った「青葉城恋唄」の旋
律を用いて、ツアー会場ごとにそれぞれの地域色豊かな、当意即妙な「替え歌」(3)を、桑田
自身によるギターの弾き語りで行った。
特に桑田佳祐の表情が豊かになるのは、加山雄三の〈加山雄三通り〉(4)に匹敵する、二人
の出身地である茅ヶ崎へのいわゆる「ふるさと讃歌」の楽曲で、浜降祭の〈茅ヶ崎甚句〉
のリズムを取り入れた〈MY LITTLE HOMETOWN〉(5)である。この曲は彼の完全復帰を印象づけ
るコンサートツアーの一場面でも歌われ、この曲と〈茅ヶ崎甚句〉との関わりについて桑
田自身がラジオで以下のように述べている。
「漁師の皆さんがよくこう、お祭りの時なんかに歌っている茅ヶ崎甚句っていうのがあ
るんだけど、それがこう、いまは亡き、あのCHIYAMAさんというね、僕が子供の頃からお世
話になっている茅ヶ崎のレコード屋さんで、その茅ヶ崎甚句のレコードを探してきて、こ
の曲を作った時。それをこの、MY LITTLE HOMETOWNのおしりにちょっと入れてるんですけ
どねぇ。」(6)
浜降祭で歌われる〈茅ヶ崎甚句〉は、レコード

(7)

、カセット・テープ、最近ではCD等の

メディアで発売されている。しかしメディアや大衆への露出を想定し、卑猥な歌詞内容な
どが削除・改編され、歌詞や曲調も統合され、ステレオタイプとなってしまった「統一甚
句」のものではなく、本来は早朝に浜降り神事の禊が行われる茅ヶ崎海岸までの長距離を
各地区の宮出しから宮入りまでの往路、復路間を長時間担ぎながら、掛け合いで歌い継い
で行くという、茅ヶ崎市内地区ごとに多様な表情をもつ即興性豊かな〈茅ヶ崎甚句〉であ
った。
そこで、この章では、１で浜降祭と〈茅ヶ崎甚句〉の先行研究とその課題、関連用語の
解説を取り上げ、２で〈茅ヶ崎甚句〉の伝承地として挙げられている茅ヶ崎市内の南湖の
〈南湖下町甚句〉、赤羽根の〈上赤羽根甚句〉の二地区の事例を比較検証し、ついで３で
〈茅ヶ崎甚句〉の伝統様式における潜在的な法則性を考察する。おわりに、桑田佳祐の〈MY
LITTLE HOMETOWN〉との関係について言及し、〈茅ヶ崎甚句〉の伝統様式における潜在的な
法則性である、即興的な音楽パフォーマンスにおける個人と集団のテクストの機動的な読
み取りとその表現の特性についてまとめてみたい。
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1

先行研究と「浮遊性」
「マトリクス」
「タンス」
「間テクスト性」の用語説明

浜降祭と〈茅ヶ崎甚句〉の先行研究としては、歌詞集として『浜降祭』
［高橋1977］と『茅
ヶ崎甚句歌詞集』
［茅ヶ崎1990］がある。それから昭和45(1970)年に茅ヶ崎市内在住の作曲
家福島雄次郎氏が永野ワカ（93）の歌唱を採譜・録音した茅ヶ崎市柳島地区の〈柳島甚句〉
を取り上げた、
『神奈川ふるさとの民謡』
［神奈川1990］が挙げられる。また筆者もまた「〈茅
ヶ崎甚句〉が、甚句の歌い手の頭の中に蓄えられている、あるいはその歌い手が所属する
共同体（おもに茅ヶ崎の海岸地区）の人々のあいだに浮遊する、たくさんの常套句を、歌
い手が選択し、展開していく主題（祝い唄、騒ぎ唄）の要所要所を埋めていく手法で構成
された、海洋民の歌である」(8)と発表した経緯がある。
『茅ヶ崎甚句歌詞集』
［前掲書］では、<茅ヶ崎甚句>を中心に湘南地方の甚句だけでなく、
伊豆大島甚句を含め相模湾沿岸地域に広く伝承され、採集された45ページにも及ぶ歌詞が
紹介されている。歌詞分析によってヴァリアントの豊富さやその分布、海洋民の交流によ
る共通性などいくつかの観点から精査する資料としては、それなりに評価できる。しかし、
<茅ヶ崎甚句>の本質は歌詞内容の多様性ではない。むしろ、浜降祭の場で歌詞の多様性を
生む〈茅ヶ崎甚句〉の展開を支えているものは何であるか、その音楽のメカニズムを解明
するための研究が必要である。
次にこの章のキーワードとなる用語について説明をする。
まずは「浮遊性」および「マトリクス」について述べる。この章では〈茅ヶ崎甚句〉の
類型表現が歌い手の頭の中に蓄えられている、あるいはその歌い手の所属する共同体の
人々の間に存在し「浮遊」する特性を「浮遊性」と定義する。〈茅ヶ崎甚句〉で歌われる物
語空間では、音楽パフォーマンスにおける個人と集団のテクストの機動的な読み取りとそ
の音楽表現であるという意味で豊かな「浮遊性」が確認できる。「浮遊性」は当意即妙かつ
即興的な機動力のある音楽行動として表出されるが、その段階に至るまでには、音楽によ
るコミュニケーションの単位としてのいくつもの「マトリクス」(9)が存在する。「マトリク
ス」は抽出され、複数のものを選択し、もしくはそのうちのいくつかを消去したり、組み
合わせていく性質を持っている。例えばある歌い手が（〈茅ヶ崎甚句〉で歌われる１連ずつ
の歌唱に見られるように）ある特定の意図を込めて歌う時、歌い手の意識の中に思い浮か
んでは消えたりする、音楽に乗るための意味形成の積極的な動きも「マトリクス」なので
ある。そして先に述べた「浮遊性」は、その音楽表出の運動段階で、例えば突然の天候の
変化や神輿を担ぐ団体の集団心理の突発的な変化が起きた際に歌い手が機動力を発揮し、
声のトーンを変えて注意喚起を促したりするように、音楽様式や声の表情の急激な変更に
対して複数の「マトリクス」の組み合わせを持てば持つほど、常に可変性が強くなるもの
なのである。
次に「タンス」、「間テクスト性」について説明する。〈茅ヶ崎甚句〉の歌唱は、一人の負
担が少ない四天棒の江戸の神輿とは異なり、「相州神輿」（別名「ドッコイ神輿」）と呼ばれ
る負担の大きい二天棒の輿棒の内側に担ぎ手が入り、反対の棒に手を突っ張って担ぎなが
ら、「ドッコイ」「ドッコイ」と長時間、掛け声をかけながら歌うためにかなりの熟練を要
する。また、その伴奏は基本的には「タンス」と呼ばれる神輿の台輪の左右の側面に二個
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ずつ付いている抽斗の引手金具を左右の担ぎ手が叩く動作(10)によって「二拍子の弱拍を強
調した（いわゆる裏打ちの）リズム」が生まれ、神輿の木製台輪に反響して、太鼓のよう
な打楽器の役割を果たす(11)ことと、一つずつ四隅に吊り下げられた大きな鈴が「タンス」
の振動と神輿の上下運動に連動して鳴るのみである。
したがって、歌唱者であると同時に伴奏者でもあるそれぞれの担ぎ手は、掛け合いで歌
い継いで行くという伝統様式を基本とする即興的な音楽パフォーマンスを目標とすればす
るほど、まずその歌い手自らが所属する共同体に伝承される典型としての〈茅ヶ崎甚句〉
をイメージし、共同体という社会的脈絡の中で具体的な気の利いた歌詞や旋律を神輿の「タ
ンス」のリズムとどのように合わせて歌いあげ、また次の歌い手に繋げようかと考えるな
ど、〈茅ヶ崎甚句〉の歌い手を取り巻く多様なテクストを読み取り、消化し、音楽そのもの
として組織化しなければならない。
その多様な表情をもつ「間テクスト性」(12)が、
〈茅ヶ崎甚句〉の各々の歌唱者の当意即妙
な台詞回しや節回しによって、担ぎ手同士で、機動力のある音楽行動として共有されてい
くのである。
2

湘南の伝統掛け唄〈茅ヶ崎甚句〉

かつて茅ヶ崎海岸地区（特に古来より漁村であった南湖、柳島、小和田）の浜降祭での
甚句の歌い手は、そのほとんどが漁業もしくはその関連業を生業としていた、いわゆる漁
師である。
この節では、『神奈川県民謡緊急調査報告書』(13)掲載の〈茅ヶ崎甚句〉の伝承地として
挙げられた茅ヶ崎市内の南湖地区の〈南湖下町甚句〉と赤羽根地区の〈上赤羽根甚句〉の
二つの事例(14)について、それぞれの〈茅ヶ崎甚句〉の歌い手の声の表情、歌詞内容、旋律、
リズムを中心に検討し、どのように音楽として組織化され、個人と集団のテクストの機動
的な読み取りとその音楽表現に結び付くのかを論証したい。
2-1

〈茅ヶ崎甚句〉の類型旋律：平曲、連歌、説教源氏節との関係性

〈茅ヶ崎甚句〉が展開する物語空間の場は、「浜降祭」の根源社である鶴嶺八幡宮（15）を
祀る浜之郷、南湖地区を中心とした茅ヶ崎海岸周辺の村落祭祀の場である。
中世から近代前期まで「懐島」と呼ばれたこの地域では、鎌倉とのゆかりのある地域性
を反映して、〈平曲〉語りの琵琶法師の存在が記録されている（16）。近世から幕末まで鶴嶺
八幡宮と関係の深い鶴岡八幡宮寺小別当の大庭氏は連歌師として江戸城に勤仕していた（17）。
さらに、東海道筋の南湖立場周辺では〈説教源氏節〉の五日間連続興行が行われていた（18）。
この中世鎌倉とのゆかりの深い民俗芸能が東海道筋の南湖立場の周辺（現在の茅ヶ崎市
浜之郷・南湖地区）で演じられていたのには、いくつかの理由が挙げられる。まず、この
地が鎌倉幕府初代将軍源頼朝の終焉の地であり、そして頼朝以前から鎌倉権五郎景政後裔
で、鶴岡八幡宮奉行の大庭平太景能（懐島権守景義）の本拠地であるため、南湖立場の周
辺は、『保元物語』、『曽我物語』など中世物語文芸の舞台と関連づけられて、ある時は「語
られて」またある時は「歌われて」物語空間が成立していたのである。
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従って、この地域の人々は、このように中世鎌倉とのゆかりの深い民俗芸能から様々な
影響を受けたことが想定される。特に、〈平曲〉などの民俗芸能に見られる、詞章、旋律、
リズムなど類型表現の要素は、ジェームズ荒木が「（武士が台頭する鎌倉期までに）芸術は
その自発性を失って、歌の小さなレパートリーを歌うことが伝統とされた。室町期になる
とその地位は新時代のポピュラー音楽（文字通り、小さな歌）の小謡に取って代わった」（19）
と主張したように、
〈茅ヶ崎甚句〉の歌い手である神輿の担ぎ手の頭の中には、このような
影響が少なからず及び、「浜下り」の村落祭祀の場における物語空間の「共感覚」として、
動機づけられて、民間伝承されていたはずである。
表1

完全曲節と不完全曲節（〈平曲〉の類型旋律分類表）
独立性

曲節（旋律）

完全曲節

中音 初重中音 初重 歌の類 折声 指声 峰声 強声

(単独で小段)

拾 下音 上音 チラシ 読物下音 読物上音 ハコビ

相互補完的
不完全曲節

口説類＋下ゲ類（口説小段） 三重＋下り（三重小段）

（組んで小段）

白声＋ハヅミ（白声小段）

付随的

間投的

中ユリ 走三重 中音吟 音曲

前置的

拾呂

初重呂

読物呂

薦田治子「平曲の曲節と音楽構造」
（『平家琵琶−語りと音楽−』）p.172.を参考に筆者作成
そこで薦田治子が分類した「完全曲節と不完全曲節」
（表 1）（20）を参照し、
〈茅ヶ崎甚句〉
の詞章分析を検討してみよう。
薦田によると、曲節（旋律）の独立性とは、「曲節には、独立性が強く単独で現れるもの
もあるが、独立性が弱く、必ず特定の曲節と組んで現れるものもある。前者を完全曲節、
後者を不完全曲節と呼ぶ。不完全曲節は、口説類—下げ類、三重—下り、白声—ハズミのよう
に補完的に対になって現れる。これらは、本来、一つの曲節の一部だったものに部分名称
が与えられて、曲節なみに扱われるようになったものと考えられる。このように本来は一
つの曲節だったと見なされる曲節一組を横道萬里雄の提案にしたがって小段と呼ぶことに
する。言い換えれば、単独で小段となりうる曲節が完全曲節、他の曲節と組んで小段とな
る曲節が不完全曲節ということになる。」
また、「語り物」の旋律には、平野健次によって、三つの様式が規定されている（21）。
「吟唱」は、もっとも言葉に近いもので、普通の会話とは異なる独特の抑揚を以て語ら
れるが、確定的な音高を持つにいたらないものである。
「朗誦」は、確定的な音高を持つが、
一音節一音符で言葉のリズムに比較的近いものを示す。これに対し、
「詠唱」は確定的な音
高を持ち、一音節にたいし多音符で声の引き延ばしの多いもので、歌謡的で旋律性に富む。
薦田は、
「この三つの「語り物」の旋律様式はそのまま平曲の曲節にあてはめることがで
きる。吟誦は白声とバズミ、朗誦は口説をはじめ拾類・読物類など、詠唱については、そ
の中間的な様式もあり得る。たとえば、折声・下ゲの類などは引き延ばしの多い墨譜も混
在するが、一音節一音符ですらすら進む部分もあり、朗誦・詠唱のどちらとも言えない。」
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と分類している。
例えば、〈茅ヶ崎甚句〉には、〈平曲〉の類型旋律によると、単独で小段の類型旋律が確
認できる。この類型旋律分類表によると、
〈南湖下町甚句〉の「わたしゃ茅ヶ崎荒波育ち…」、
〈上赤羽根甚句〉の「わたしゃ茅ヶ崎赤羽根育ち…」の詞章異同は、「替え歌やカラオケが
いちおう可能な」
「詞章の内容よりも旋律の動きを一義的」に扱う箇所の朗誦的曲節の完全
旋律に分類できる。
また、
〈茅ヶ崎甚句〉は、参会者の間で初句と脇句の提示から鑑賞と創作を繰り返すうち
に、思い浮かべる句境が移り変わる「心的過程」を表現する〈連歌〉のような、歌合せの
運用方式で展開する。そのため、〈茅ヶ崎甚句〉の詞章には〈掛け合い唄〉の特徴や詞章の
文学的内容が認められると同時に、「わたしゃ茅ヶ崎荒波育ち…」「わたしゃ茅ヶ崎赤羽根
育ち…」などのように「替え歌やカラオケがいちおう可能な」
「詞章の内容よりも旋律の動
きを一義的」に扱う箇所などが確認できる。この〈神輿担ぎ唄〉の歌唱行動の展開から「相
州神輿」の「箪笥」の打楽器伴奏の「拍節的なリズム」機能が働くのである。
さらに〈茅ヶ崎甚句〉の歌唱行動には、湘南訛りの特徴である漁師のしわがれ声のよう
なメリスマ的発声（22）で、一音節を母音節に向かって引き伸ばして装飾することで弱拍を強
調した、〈説教源氏節〉の歌い手のそれを彷彿とさせる煽情的効果を演出している。
小倉朗も湘南地方のこの漁師言葉が「音楽的には、はなはだグロテスクな表情である」（23）
と言及している。
このように〈茅ヶ崎甚句〉の音楽は、〈平曲〉の類型旋律、〈説教源氏節〉の音楽の要素
などに見られる、神仏習合の仏教芸能を特徴づける音楽特性があるため、茅ヶ崎海岸周辺
の村落祭祀の地域性として、他の民俗芸能の音楽様式と関連づけられ、重層的な類型旋律
の組み合わせから作られている。
この条件から〈茅ヶ崎甚句〉の詞章は、既存の様々な文化的要素をコラージュするので、
単に旋律との関係性から類型表現だけではなく、歌唱行動の動機となる〈平曲〉、〈連歌〉、
〈説教源氏節〉との横断的な関係性を考慮に入れ、それらが相互作用する機能を「浮遊す
る」類型旋律として設定し、分析が可能となる。
例えば、詞章冒頭の「名乗り」は、
「平曲」の類型旋律分類表で分析すると、
「強声」旋律
（曲節）の組み合わせの完全旋律であるが、歌い手が詞章の長さと演奏時の長さの異同を
意識した音数律（リズム）の適用により、一定の制御が加わり「可変性」が少ない。
また〈茅ヶ崎甚句〉の詞章のヴァリアントを類型旋律から分類すると、〈南湖下町甚句〉
の「口説き」と〈上赤羽根甚句〉の「口説き」の二つが共に前段の旋律に付随して現れる
短い旋律（曲節）の不完全旋律と分類できる。さらに、この分類を後段全体を類型旋律の
異動と考えることもできるが、詳細を検討するとそれぞれが単独の形態の特性を保持して
いるのが確認できる。〈南湖下町甚句〉の「口説き」の場合、〈数え歌〉の繰り返しによっ
て、「口説き」から「下げ」の旋律（曲節）へと進行するが、〈上赤羽根甚句〉の「口説き」
には、歌い手が数え歌のテクストやそれが挿入可能なスキーマを選択せずに、千寿万歳唄
〈浜出〉を特徴づける類型表現の「江ノ島遥拝」（24）にあるような、「赤羽根山からの眺め」
の祝福する詞章を選択するため、「下げ」の旋律（曲節）へと向かう旋律の中に「白声」と
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「ハズミ」が周期的に挿入され拍節的な要素で構成されている。
このように〈茅ヶ崎甚句〉の類型表現が個人と集団の間で「浮遊する」音楽特性がある
のは、
「浜下り」神事の神輿の担ぎ手が文字テクストよりも、非文字テクストの読み取りが、
人間行動として、流動的に展開されているからである。つまり、長時間歌い継がなければ
ならない〈神輿担ぎ歌〉の性格が、〈茅ヶ崎甚句〉の歌い手に、「浜下り」神事の場にふさ
わしい類型表現からの即興的表現行動を招き寄せ、その音楽の表現特性を導き出している。
この音楽性は、旋律（曲節）が単独の動きに向かうのを可能にする。
従って、〈茅ヶ崎甚句〉の「浮遊する」音楽特性は、地域社会の村落祭祀の場において、
その時々で更新できる即興的な音楽であり、個人と集団との「共感覚」の関係性の中で、
その音楽が成り立っているのである。
2-2

〈南湖下町甚句〉

南湖下町は、旧東海道の「南湖の左富士」や相模川の川留めの際の臨時の宿場町となっ
た商業地域「南湖の立場」などで有名な南湖地区の南端に位置し、現在浜降祭の会場とな
っている茅ヶ崎海岸（南湖浜）に最も近い。江戸時代から昭和初期まではカツオ、マグロ
漁で栄え、いわゆる「ハマオリ」(25)神事が行われる「ハマ」としての重要な役割を果たす
この地区の産業基盤は、現在でも商業と漁業である。

〈南湖下町甚句〉

歌唱：南湖下町禊⼼会有志

採譜：⽊内靖
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きもあらい
１・２・１・２・１・２・１・２・１・２・１・２・１・２・１・２
さぁーあぁーしらぁさぁぎぃいみたぁあよぉおぉおなぁ（ハイ
１・２・１・２・１・２・１・２・１・２・１・２・１・２・１・２
ヨイ）おかたにぃいほぉおおおーおぉれぇえぇてぇ

（ヨイヨイ）

１・２・１・２・１・２・１・２・１・２・１・２・１・２・１・２
からぁすぅうみたぁあいにぃいえぇくろぉおぉうすうるぅ（ヨイヨイ）

⼀、私しゃ茅ヶ崎

荒波育ち

波も荒けりゃ

⼆、⽩鷺⾒たよな

お⽅にほれて

三、好いたお⽅と

添えたいために

気も荒い

烏みたいに
⼀で

相州⼀の宮

三で

讃岐の⾦毘羅さん

四で

六つ

村々鎮守様

成⽥の不動さん

七つ

苦労する

信濃の善光寺
⼋つ

⼆で

五つ

⽇光東照さん

出雲の⼤社

⼋幡の⼋幡さん
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やぁよえきもあらあい

九つ

⾼野の弘法さん

⼗で

これだけ神願かけたのに
四、花が蝶々か

蝶々が花か

五、ついだ盃

なかみてお呑み

六、細の提燈

南湖としるし

東京の名⾼い招魂社

好いたお⽅と添えぬなら

神や仏はいらぬもの

咲いてチラチラ迷わせる
なかにゃ
平塚がよいの

鶴⻲五葉の松
ほどのよさ

〈南湖下町甚句〉で歌われている物語は、「さぁーあーぁ」の歌い出しから「私しゃ茅
ヶ崎
たよな

荒波育ち」「波も荒けりゃ気も荒い」という南湖の漁師の気質を表明し、「白鷺見
お方にほれて」「烏みたいに

苦労する」という「白鷺」、「烏」という動物に

例えた類型表現が「色白で痩せていて時々餌を啄ばむような、漁師の女房（労働）には不
向きの」、「烏のように真っ黒になって働いても貧乏な」という隠喩が込められている。
この二番までに歌われる意味内容の展開は、「荒波育ち」であるという点で、すでに冒頭
で「悲劇的な物語」の流れ（モード）が仄めかされ、「思い通りにならない人生」という
主題（テーマ）が提示されるという点で、これ以降の歌われる物語空間の展開までもかな
り想定され、「人生の浮き沈み」から抜けきれないという憂鬱が聴き手へ伝達され、調子、
もしくは旋律の行方を、方向性として決定づけている。
この物語の歌い手の声は、子音字を含む歌詞のほぼ音節ごとに二拍子で偶数拍に向かっ
て突き出して打ち上げる「タンス」のリズムに話し言葉の旋律が乗り上げるように、ひら
がなの小文字で表記した母音字によって、声楽的に「伸ばす」というよりも、むしろ「浮
かんでは沈む」声の音圧の変化が繰り返され、ゆったりとした旋律の起伏と抑揚を演出し
ている。この歌声の変化は、担ぎ手もかつてはそのほとんどが皆漁業関係者であったので、
「豊漁、不漁」という「運、不運」を強く暗示させ、神輿の担ぎ手への共感、共鳴を呼ん
でいる。また歌い手が明るい声の表情、そしていくらか戯けた声色で、第３連までモノロ
ーグ（独白）として語っていることによっての安堵感、つまり第三者の物語としての安心
感を与えている。
また、歌い手は神輿を担ぎ上げる運動や担ぎ手の足運びと連動した二拍子の偶数拍を強
調した「タンス」のリズムによって、基本的には７・７・７・５の音数律前半の７・７を
10・10の偶数の音数に、後半の７・５もまた10・10の偶数の音数に当てはめようとする詞例
１）

。そのためにひらがなの小文字で表記した母音字を浮かびあげようとする旋律の展開が

生まれ、10の音数の区切りの２箇所で神輿の担ぎ手による「ヨイヨイ」の掛け声が一斉に
挿入されている。
このように歌詞の音数律ではなく、歌われる二拍子の音数リズムに奇数の歌詞の音数を
収めようとする歌い手自身の歌声は、突出したりこもったりの繰り返しを演出し、神輿の
「タンス」を叩いて生じる二拍子のリズムに合わせ、声の力学として密かにその旋律の動
きを牽制していく。それと同時に、嗄れた最高音ぎりぎりに振り絞った声と旋律の質感は、
神輿を担いでいることに加え酒が入ることで余計にディクシーランド・ジャズのトランペ
ットの独奏パートのような、まるで「咽び泣く」ような息づかいと哀歓を込めた即興の旋
律となり、海浜生活者の「波の浮き沈み」のある生活を描き出す。
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2-3

〈上赤羽根甚句〉

茅ヶ崎市内で有数の田園風景や里山の自然が残る、現在でも農業関係者の住民が多い赤
羽根地区は、浜降祭会場である茅ヶ崎海岸（南湖浜）から茅ヶ崎市内で最も遠い地域であ
る。また、通称「赤羽根山」と呼ばれる大庭地区に連なる北部丘陵地帯は、相模湾の沿岸
漁業や廻船従事者からは帆船時代より、近隣の海上船舶が航行する時の重要な目印となる
「ヤマ」として崇められていた(26)。

〈上⾚⽻根甚句〉

歌唱：上⾚⽻根甚句保存会有志

採譜：⽊内靖

１・２・１・２・１・２・１・２・１・２・１・２・１・２・１・２
さぁー

あぁー

わたしぁあぁちがぁさぁ

ぁきぃ

詞例2
1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

わたしちがさき
8

9

0

8

9

0

わたしゃあちがさあき

１・２・１・２・１・２・１・２・１・２・１・２・１・２・１・２

あかばねそだち

（ヨイヨイ）あかばねぇ

あかばねえそだあちい

そぉだぁあちぃ

（ヨイヨイト）まえは

1

2

3

4

5

6

7

１・２・１・２・１・２・１・２・１・２・１・２・１・２・１・２

まえはじょうたで

じょうたぁでぇこめをーとるぅー

まえはじょうたぁでぇ

（コリャコリャコリャ）へぇ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

6

7

8

9

0

こめをとる
１・２・１・２・１・２・１・２・１・２・１・２・１・２・１・２

こめをーとるぅ

̶えっえぇーいらでぇうりぃいだぁあっすぅ（アイヨイ）すいかぁで
１・２・１・２・１・２・１・２・１・２・１・２・１・２・１・２
えぇーっさぁあえーぇもっ（ヨイヨイト）なっかーにゃーあくろーお
１・２・１・２・１・２・１・２・１・２・１・２・１・２・１・２
のぉおったねがぁあっるぅうー

⼀、私しゃ茅ヶ崎

⾚⽻根育ち

⼆、⾊で売り出す

⻄⽠でさえも

三、鳴くな矮鶏

まだ夜は明けぬ

四、締めてなるのは
五、サァサ皆さま
六、娘⼗七・⼋

太⿎に⿎
お唱いなされ

蝶々がとまる

七、⾚⽻根⼭から近場を⾒れば

（アコリャコリャコリャ）あ

前は上⽥で

中にゃ苦労の

種がある

明けりゃお寺の
ならね私を

鐘がなる

しめたがる

歌でごきりょは
とまるはずだよ

下がりゃせぬ
花ぢゃもの

東は⼤⼭⼀の⿃居

相模の海に江の島と

はるか遠くに⼤島の

⻄の⼤空⾒てやれば

⽇本⼀の富⼠の⼭

義理と⼈情の厚いとこ

⽶をとる

南の⽅を眺めれば

ひときわ⽬⽴つエボシ岩
眺め良ければ緑も多い

これぞおいらのこいの村

〈上赤羽根甚句〉で歌われている物語は、「くどき」の箇所以外は＜南湖下町甚句＞と
同様に７・７・７・５の音数律形式で展開する詞例2)が、イントロの背景となる速いパッセー
ジの太鼓の独奏が歌唱のテンポをいくらか速めてしまう。しかし一人の歌い手が１連から
３連までゆったりとしたテンポで歌う〈南湖下町甚句〉とは異なり、〈上赤羽根甚句〉の
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歌い手は一人１連（一番）ずつ交代する掛け歌形式で、しかも速いテンポで抑揚をつけな
がら表情豊かに歌い上げている。
最初の歌い手は生産量の高い「上田」で「米をとる」こと（誇りに思うこと：感情面で
の上昇）ができるような豊かな土地に恵まれていても、二番目の歌い手が「色で売り出す
西瓜でさえも」、「中にゃ苦労（黒）の種がある」（感情面での下降）という農作物に例
えた憂鬱な（浮き沈みの）心情の吐露によって、重い税や賦役の負担で締め付けられる農
民生活の「嘆き節」としての主題（テーマ）を展開させている。それは歌い手が神輿の担
ぎ手やタンスの叩き手に、人生の教訓としての緊張感とダイナミズムを伝達しているよう
に聴き取れる。
歌い手は〈南湖下町甚句〉と同様、神輿を担ぎ上げる運動や担ぎ手の足運びと連動した
二拍子の「タンス」のリズムによって、基本的には、７・７・７・５の音数律前半の７・
７を10・10の音数に、後半の７・５もまた10・10の音数に当てはめようとする詞例2)。ここに
は〈南湖下町甚句〉の歌い手が歌い上げる「あらぁなぁみぃいぃそぉおぉおお・おだぁあ
ち」のようなゆったりとした旋律とリズムの起伏と抑揚は見られない。しかしこの〈上赤
羽根甚句〉の一人目の歌い手の場合、「そぉだぁあちぃ」の下降する旋律を8分休符で短く
切ることで、神輿の担ぎ手の「（ヨイヨイト）」の掛け声を即興的に引き出して、話し言
葉の単調な旋律にアクセントを早めに加え、リズムにも変化を与えている。
また〈上赤羽根甚句〉の旋律とリズムを特徴づけているのは、掛け歌形式でしかも速い
テンポで表情豊かに歌い上げる展開の速さである。これは、赤羽根地区が浜降祭の会場の
茅ヶ崎海岸（南湖浜）から遠距離であるという地理的な条件により、神輿を担ぐ移動時間
に相当の労力を費やさねばならない。そのため歌い手の循環（ローテーション）と移動（ロ
コモーション）という、一人一人出ては引っ込むという意味と、歌われる物語空間の場面
転換が速いという意味での両義性を強く意識した歌唱編成となる。そのため、〈上赤羽根
甚句〉で歌われる１連ずつの歌唱も単体として完結しているだけでなく、「1.コメ→2.ス
イカ→3.チャボ：里山の暮らし」、「2.苦労の種→3.鳴く（泣く）な」、「3.鳴る→4.な
らぬ私」、「4.太鼓に鼓→5.お唱いなされ」など、掛け歌の連句としての物語空間の継続
性を維持しつつ、そのリズムと旋律においても「2.くろうのタネがあるぅ〜（下げ調子：
意気消沈）→3.なくぅうなぁ〜（上げ調子：高揚）」などのように循環的に対応し、歌い
手から神輿の担ぎ手への音楽の循環と移動も即興的に、かつ大変効果的に機能している。
3

潜在的な法則性

「浜下り」の民俗が伝承されている相模湾沿岸の逗子、鎌倉、藤沢、茅ヶ崎、平塚、大
磯、小田原などの、いわゆる湘南地方の漁師や海岸地区の住民の言語感覚について、作曲
家小倉朗は同じ湘南地区のある小学校の「ヨサネ」廃止運動という事例をあげ、「民謡は、
直接言葉から生まれた音楽である。（中略）言葉のリズムは整えられて音楽のリズムにな
り、言葉の抑揚は歌となって調的な音の運動をもたらした。」(27)と主張し、次のように述
べている。(28)
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湘南地方のある地区の小学校で、「ヨサネ」廃止運動というのがあった。「ヨサネ」と
は、いうまでもなく、「あのヨ」、「そのサ」、「そんでネ」の「ヨ」と「サ」と「ネ」
のことである。文法上では全く無意味なこれらの音が、言葉の切れ目切れ目にひときわ強
く鳴る。それは丁度、mpやmfで奏されている旋律が、フレーズの切れ目ごとにsfで鳴り終
わるといった形のもので、音楽的には、はなはだグロテスクな表情である。（中略）
そこで今度はジャズを考えてみると、戦後に現われたリズムの中に、これと似た形のも
のが見つかった。すなわち、弱拍に向かって強奏されて、きいていると丁度「フーワッ、
フーワッ」ときこえるリズムである。ジャズはもともと弱拍が強調される性質で、このリ
ズムも、その特性を一段と強調して、否応なしにきき手の気分を煽り立てようとするので
ある。従って、その煽情的効果は、神輿をかつぐ「わっしょい、わっしょい」や、囃し声
の「そーれぇ、そーれぇ」のかけ声特有の語尾の語調に通じるものがある。
２節で述べた二地区それぞれのヴァリアントを見ていくと、＜茅ヶ崎甚句＞の歌唱を支
える、共同体における労働や信仰を中心とした文化の伝播過程やその経路の違いまでもが
ある程度想像できるが、その歌われる物語空間がその歌唱ごとにその都度絶えず変化して
行くのかというと、必ずしもそうではなく、「そこには潜在的な法則がみられ、いっぽう
には、できるだけ変えないで歌いついで行こうとする力も働く」(29)のである。
また、二地区ごとの共同体の構成員としての歌い手が思い描いている人生観、道徳観、
歴史認識、社会性など（近年では浜降祭の神輿が宮入の際、東日本大震災の被災者への哀
悼の意と復興への願い、茅ヶ崎での日常生活での感謝の念などを〈茅ヶ崎甚句〉に込めた
事例などがある）による選択という法則もみられる。その選択は以下のような順で行われ
る。まず、①歌い手を取り巻くコンテクストの範囲設定(例えば社会性のあるものにするか、
日常生活への不満などの内省的なものにするか)を考え、次に②歌い手が目指す歌のリズム
と旋律（例えば今風の節回しにするか、昔風の語りの調子にするかなど）、さらに物語空
間のチャンネルの切り替えという選択を行う。さらに③実際の演奏時に想定外の歌い手へ
の介入事象が起こった場合（例えば先の歌い手が自分へ歌掛けしているので、気の利いた
返歌を返す必要が生じ、明らかに即興性の強い語りを要求される場合、また神輿を練り歩
いているところが平坦なところか、上り坂か下り坂かによって歌のテンポが速くなったり、
遅くなったりする場合など）には、奇数の七五調を２拍子の偶数リズムとそのリズムにど
うにか乗り上げようとする旋律に（ある意味無理矢理に）合わせようとするために、歌わ
れる物語空間の細部にもリズムや旋律の歪みなどが生じる。
〈茅ヶ崎甚句〉で歌い手を取り巻く物語空間のこうした様々な選択から生まれた、即興
的な〈茅ヶ崎甚句〉のリズムや旋律の歪みなどが、茅ヶ崎市内二地区それぞれ独自の地域
的な特性である声の表情、歌詞内容、旋律、リズムの差異などを生み出して行くのである。
それと同時に、〈茅ヶ崎甚句〉の歌い手による全く突発的な事象変化が起こる場合があ
る。例えば酒の飲み過ぎで呂律が回らなくなり、記憶違いや忘れた部分を無理に補おうと、
歌い手の思いつきで、もしくは「口から出任せ」で言葉を繋ごうとすることなどの変数が
生じ、かえって場を盛り上げる場合が考えられる。こうした変数もまた、歌われる物語空
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間の「浮遊性」の本質であると言えなくもない。すなわち、〈茅ヶ崎甚句〉はこのように
歌われるたびごとの自然発生的に歌われてきたものそれぞれが正統性のある「ヴァリアン
ト」であることに注目したい。
4

『茅ヶ崎物語』：〈MY LITTLE HOMETOWN〉と〈茅ヶ崎甚句〉が意味すること

〈MY LITTLE HOMETOWN〉

作詞作曲：桑⽥佳祐

松の林の⽊漏れ⽇浴びて

浜⾵⾹る⼩径を歩む

野球⼩僧は海へも⾏かず

肘から先だけ陽に焼けていた

Woo, my little hometown.
Take it easy, slow down.

『⾵の歌を聴かせて』（VCL-36800）」
遠い未来はバラ⾊だった

⾃転⾞漕いではフラフラと
振り向くたびに

No, no, no 倦怠(かった)りぃじゃん

⻘海苔かけましょうハラハラと

愛は Merry-go-round

桑⽥佳祐

⽣まれた街ではユラユラと

Yo, yo,yo やっぱいいじゃん

学校(ガッコ)の裏⼿の焼きソバの店

Woo, my little hometown.

「CD

More, more, more せつなくて

あの⽇のままに

⼿垢で汚れた少年漫画と

星のグランドで波⾳聴いた

More, more, more 笑ってよ

ソースの⾹りがいい感じ

そして僕らは離れて去(い)った

Yo, yo,yo 帰りてえじゃん

浜昼顔が

No, no, no 塩⾟(しょっかれ)ぇじゃん

More, more, more 咲く頃

ママのカレーライスは

More, more, more ⾷べれな

い…っと
（⼣⽅「CHIYAMA」に集合!!）
Woo, my little hometown.

ラララ…

I say !!

Yo, yo,yo やっぱいいじゃん

変わりゆく街が

More, more, more 虚しくて

Take it

easy, slow down.
No, no, no 倦怠(かった)りぃじゃん

あの⽇いた場所は

More, more, more 何処でしょう?

この桑田佳祐作詞作曲の<MY LITTLE HOMETOWN>を聴いてまず気がつくのは、浜降祭の〈茅
ヶ崎甚句〉における神輿を担ぎ上げる時の「タンス」のリズム、２拍子の弱拍を強調した、
いわゆるレゲエ調のリズムで歌唱が展開していることである。特に歌い始めの冒頭から 4
小節目から６小節目にかけては、１番、２番の歌詞では弱起で始まってはいるが、「はー
まかぜかおる・こーみちをあゆむ」、「ひーじからさきだけ・ひにやけていた」とタイを
含む８分音符で言葉を無難に旋律に乗せて処理できている。だが、同じ箇所の３番目は「て
ーあかでよごれたしょうねんまんがと・ソースのかおりがいいかんじ」と言葉の音数が急
激に増えていて、小倉朗が「まるで機関銃を打ちまくるような喋り方」(30)と形容した湘南
地方の漁師言葉の生み出す、旋律に無理やり言葉を詰め込む特性を確認することができる。
また、サビの冒頭から「Yo, yo,yo」の「よーおぅ、よーおう」という弱拍のリズムがより
強調され、言葉の切れ目切れ目の歌声が「フーワッ、フーワッ」というリズムに乗せられ
て、旋律としてひときわ強く浮かび上がるのが繰り返されていくのである。そして湘南訛
りの強調も顕著に見られ、特に２回目の一行目の最後の「かえりてえじゃん」は「きぇぃ
りぃ・てぇ・じぃやぁん」と歌われ、言葉の音節ごとに抑揚を持たせているのも浜降祭で
の〈茅ヶ崎甚句〉の歌い手のそれと共通する特徴として挙げることができる。
これまで述べてきたように、浜降祭で神輿を担ぎながら歌われる〈茅ヶ崎甚句〉は、「ど
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う展開するかわからない」という期待と不安が入り混じった感情の起伏を表現しているだ
けでなく、各地区の神社にいる神霊が氏子町内、御旅所などを経て海岸へ渡御する神聖な
禊によって、神霊を鎮めるための神事である浜降祭を表現しているに他ならない。言い換
えればそれは、〈茅ヶ崎甚句〉の歌い手である氏子たちがその心情をめまぐるしく変化す
る現実の社会事象と、宮出しから茅ヶ崎海岸渡御までの往復の移動で遭遇する様々な事象
（土地争い、漁場争いに端を発した仲の悪い隣り部落の神輿と鉢合わせになり、喧嘩して
しまうこと、または酒の飲み過ぎで前後不覚になってしまうことなど）に重ね合わせなが
ら、長時間の間、歌い手自身の即興的な言葉で旋律を紡ぎながら歌い継ぎ、その物語空間
を氏子たち相互で共有し、気を紛らし、発散させることで歌い手である氏子たち自身の精
神を鎮めるという効果作用のある民俗芸能なのである。
さらに言えば〈茅ヶ崎甚句〉は、その歌い手が様々な「マトリクス」の選択を経て、神
輿を担ぐ上下運動とも呼ぶべき身体活動と連動した、歌われる物語空間の中で、リズムと
旋律になんとか乗りあげようとする伝統的な音楽表現自体が「ユラユラ」「フラフラ」「ハ
ラハラ」と、まるで、海に浮かぶ帆船のように、そして漁師が網を引き上げる際の機敏な
動作に由来する「海洋民の伝統」と結び付いている民俗音楽なのである。
本章では歌われる物語空間の「浮遊性」を中心に〈茅ヶ崎甚句〉の事例研究において、
様々な視点から考察してきた。「海洋民の伝統」を残す茅ヶ崎の共同体を媒体に、その時
代ごとに〈茅ヶ崎甚句〉の伝統を一つの価値体系として共有しつつ、桑田佳祐の<MY LITTLE
HOMETOWN>の楽曲のように、さらに新しい付加価値を積み重ねて行くことが郷土の民俗芸能、
民俗音楽の命脈を保持し、さらに発展させることにつながるのではないだろうか。

32

注
(1) 『桑田佳祐 LIVE TOUR & DOCUMENT FILM「I LOVE YOU -now & forever-」完全
盤 DVD』(ビクターエンタテインメント、2013) 所収
(2) 「七月十五日未明、茅ヶ崎市南湖の海岸で行われる禊神事。二十数基の神輿が集合し、
海潮に身滌し頗る壮観を呈する。禊場には八大竜王を祀る碑石がある。この地は寒川
大神降臨の故地、或は、天保の寒川神輿漂着地とする口承もある。また鶴嶺八幡宮が
附近海岸で禊神事を行っていたことも確実で、現在の禊場と浜降祭の関連性は、その
地理的変遷と合い俟って甚だ微妙である。」永田衡吉『神奈川県民俗芸能誌』
（錦正社、
1968）p.671.
(3) 牧野は、特に思いを込めた「素直な替え歌」が単独で存在するだけでなく、集団、そ
れも「歌の掛け合い」の場と密接な関係があり、その場自体が「音楽療法的である」
と指摘した。牧野英一郎「『替え歌』から『つくり歌』と『歌掛け』へ−多くの日本
人に受け入れられる療法モデルを求めて−」遠山文吉他編『音楽療法の現在』(人間と
歴史社、2007) pp.239-264.
(4) 『若大将EXPO～夢に向かって いま～ 加山雄三

LIVE in 日本武道館 DVD』(ドリー

ミュージック、2015) 所収
(5) 桑田佳祐『風の歌を聴かせて CD VCL-36800』(SPEEDSTAR RECORDS、2007)所収
(6) 桑田佳祐「あなたの心に宿る桑田佳祐ソロ作品」『やさしい夜遊び』（ニッポン放送、
2012年5月26日放送）
(7) 『茅ヶ崎の「郷土芸能」茅ヶ崎甚句 レコード』（PLS-7255）（日本コロムビア、1973）
(8) 木内靖「別荘地文化の中の民衆音楽−湘南サウンドの背景となった民間伝承−」『民俗
音楽研究 第18号』（日本民俗音楽学会、1995）p.22.
(9) この「マトリスク」について、マーヴェは次のように説明している。「マトリクスと
は音楽によるコミュニケーションの一単位である。理想的な状況であれば、作曲者（即
興の要素があれば演奏者を含む）が何らかの意図を込めて用い、聞き手によってそれ
が受け取られる。しかし、いつも理想どおりとは限らない。作曲者がマトリクスに込
めた意味が聞き手に伝わらないこともあるし、逆に、間違って解釈されたり、ないも
のをあると思い込むことさえある。もともと人間の脳は未知の事がらにも何とか意味
を持たせようとするものだ。」Peter Van der Merve, Origins of Popular Styles(Oxford
Univ. Press, 1989) 中村とうよう訳『ポピュラー音楽の基礎理論』（ミュージック・
マガジン社、1999）pp.111-119.
(10)「湘南神輿の最大の特色は、台輪部分の左右に二個ずつの環（把手）がついているこ
とです。この金具は、タンスの引き手のような形をしているため、「タンス」とも呼
ばれています。
（中略）いつの頃からか、このタンスを叩きながら、その音に合わせ、
拍子を取りながらの渡御が行われるようになっています。」木村喜久男・高橋一郎編
『神輿図鑑２』（アクロス、1999）p.86.
(11)「この環を打ち鳴らす音は、神輿によってやや異なるので、このタンスの音によっ
て自分の部落の神輿が分かったり、また「うちの神輿のタンスはいい音がする」など
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の神輿自慢にもつながります。この音は環の把手と金物とがぶつかる時の音ですが、
それが神輿の台に、太鼓のように反響して遠くまで響いて聞こえると言われています。
台輪の木の厚さがあまり厚いと、その効果が少なくなってしまうということです。」
同前掲書 p.86.
(12)注 序章(23)前掲書
(13)神奈川県教育委員会文化財保護課編『神奈川県緊急民謡調査報告書』付録「全調査民
謡一覧」（神奈川県教育委員会、1981）p.10.
(14)前掲レコード『茅ヶ崎の「郷土芸能」茅ヶ崎甚句』所収
(15)白井永二「鶴嶺八幡宮」『神奈川県百科辞典』（大和書房、1983）p.589.
(16)「茅か崎より南郷に出るに、わかき琵琶ほうしの人にひきたすけられて、かとかとに
立てうたふをきけは、大はらへの神ほきに、ふもんほんをよみましへて、ひきならす
めり、声はあはれにてさすかにかなし、四の緒のしらへあやなき声にさへはらはらと
こそ涙おちけれ浜の郷より大山をのそむ」香川景樹『中空日記』文政元年（1818）冬
(17)「寛文元年（1661）正月十一年小別当大庭周英、江戸城の連歌会に初めて出座し、以
後貞享三年（1686）まで連衆として勤仕す」「貞享四年（1687）正月十一年小別当大
庭周惟、江戸城の連歌会に初めて出座し、以後元禄十二年（1699）まで連衆として勤
仕す」など、以後江戸期ほぼ連綿と大庭氏は江戸城の連歌会に連衆として勤仕する。
〔柳営御連衆次第〕『鶴岡八幡宮年表』（鶴岡八幡宮、1996）
(18)明治三十二年（1899）三月十七日から二十日までの四日間、南湖で（説教）源氏節の
連続興行が行われた。『明治の巡査日記−石上憲定「自渉録」』(茅ヶ崎市、1997)
(19) Araki, James T. The Ballad-Drama of Medieval Japan (University of California,
Berkeley 1963) p.61.
(20)薦田治子「平曲の曲節と音楽構造」『平家琵琶−語りと音楽−』（ひつじ書房、1993）
p.172.
(21)平野健次「語り物における言語と音楽」同前掲書 pp.199-203.
(22)「メリスマティック（メリスマ型）は本来キリスト教のグレゴリオ聖歌の旋律の一タ
イプを示す言葉で、歌詞の一音節に対して音を引き伸ばして多くの音高をあてるもの
をいう。」同前掲書p.169.
(23) 小倉朗『日本の耳』岩波新書（岩波書店、1977）p.150.
(24)「はるかに沖を見わたせハ、船に帆かくる稲村か崎とかや、飯島、江の島つゝきなる
蓬莱宮も・・・是にハいかて勝るへき。」千秋(千寿) 萬歳唄の〈浜出〉は、「中世末
まで、余興の曲舞の中の一曲になっていた（『言継卿記』）盛田嘉徳「千秋萬歳唄」
『日本庶民文化史料集成 第二巻 田楽・猿楽』pp.535-539.
(25)「ハマオリ

オハマイデ、ハマイデマツリに同じ。祭りに際して海浜または海岸に出

て、禊をすることで、種々の形式がある。祭りに際して特に潮水の洗祓力を尊んだた
め、愛知県北設楽郡や、奈良県吉野郡野迫川村のような山間部からも、遠く海岸へお
もむいて禊をし、または海水を汲む風がある。オシオイと同様、小石や砂や藻を持ち
帰って、禊のしるしとすることもある。記録の上では古く『吾妻鏡』に鶴岡八幡宮の
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浜出神事があり、福島県から茨城県にかけて海岸に近い村々には春祭に海辺へ神輿が
渡御して、寄合祭を行なう多くの例がある。」柳田国男『分類祭祀習俗語彙』（角川書
店、1963）p.39.
(26)茅ヶ崎市文化資料館編『柳島生活誌』（茅ヶ崎市教育委員会、1979）pp.48-49.
(27)小倉朗『現代音楽を語る』(岩波書店、1970) p.126.
(28)注(23)前掲書 pp.150-151.
(29)三井徹「バラッドの物語」『フォークソングのすべて』（東亜音楽社、1966）p.60.
(30)小倉朗 前掲書『日本の耳』 p.151.
引⽤・参考⽂献

神奈川郷土民謡研究会編『神奈川ふるさとの民謡』（新かながわ社、1990）
高橋昭和著『浜降祭』（高橋昭和、1977）
茅ヶ崎市観光協会編『茅ヶ崎甚句歌詞集』（茅ヶ崎市観光協会、1990）
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第三章

茅ヶ崎海岸「浜下り」 ―幸若舞曲＜浜出＞との関係性―

歌われる物語空間において、元歌である「オリジナル」とその「ヴァリアント」の間に
は、「間テクスト性の技法」(1)が介在し、音楽とその社会的機能の中で時間的経過や空間的
な移動に伴う脈絡変換(2)が起こり、その関係性は音楽テクストを取り巻く様々な状況の中で
流動的に浮遊する特性(3)がある。筆者はこれまでに〈茅ヶ崎甚句〉の先行研究においてこの
音楽特性を「浮遊性」と定義し、検証してきた。この章では、湘南地方の寺社祭礼におけ
る「浜下り」(4)神事について分析しながら、幸若舞曲〈浜出〉(5)と〈茅ヶ崎甚句〉の成立と
展開、それから二つの楽曲の関係性を「浮遊性」と関連づけて考察していく。
湘南海岸の夏祭りとしての「浜下り」神事には、茅ヶ崎海岸浜降祭、江の島八坂神社と
腰越小動神社の天王祭、材木座五所神社の天王祭など伝統が続いている。これら「浜下り」
に共通するのは、中世鎌倉から室町期の大庭御厨の寺社祭礼を背景とする鎌倉党(6)と呼ばれ
る在地領主とその子孫たちが行なってきた祝祭慣習の伝統である。その祝祭には寺社祭礼
の歌舞音曲が伴い、千寿万歳唄や幸若舞曲の〈浜出〉で歌われている物語空間が展開する。
そこで第三章では、湘南地方「浜下り」神事の伝統から茅ヶ崎海岸浜降祭の神輿担ぎ歌
〈茅ヶ崎甚句〉の成立と展開を整理し、系統的に分析する。
そこで、1 で茅ヶ崎海岸浜降祭と湘南地方「浜下り」神事の由来と分布から、茅ヶ崎海岸
浜降祭成立の複雑な歴史的脈絡を紐解き、関連資料をより詳細に検証する。それから、2 で
鶴嶺八幡宮の浜降祭の寺社祭祀と鶴岡八幡宮の例大祭の浜降式（祭）の寺社祭祀における
相関性、次いで、3 で幸若舞曲〈浜出〉において展開する物語空間の音楽特性などを検討し、
そして、4 で湘南海岸の神社祭礼における「共感覚」の場で、時空を超えて伝わる幸若舞曲
〈浜出〉と〈茅ヶ崎甚句〉の二つの楽曲の関係性を「浮遊性」と関連づけて論証したい。
1

茅ヶ崎海岸浜降祭と湘南地方「浜下り」神事の由来と分布

1-1

〈茅ヶ崎甚句〉が歌われる二つの茅ヶ崎海岸浜降祭

〈茅ヶ崎甚句〉が歌われる茅ヶ崎海岸浜降祭の伝承には、現在大きく分けて二つの歴史
があるといわれている。
一つは、幕末に相模国国府祭に出かけた寒川神社の神輿が、その帰り道に平塚須賀の神
輿の狼藉で相模川に流されたのを南湖の網元鈴木孫七の網にかかり、取り戻すことができ
たという伝承である。この説は、浜降祭が五穀豊穣、農村繁栄を祈願する、明治維新以降
の近代日本の社会政策に合致するため、現在の茅ヶ崎海岸浜降祭の由来となっている。
もう一つは、源頼朝とゆかりのある茅ヶ崎の鶴嶺八幡宮佐塚明神の例祭の「浜下り」と
して執行されている伝承である。それは、「鶴嶺八幡佐塚両社縁起」(7)の建久二年（1191）
の条にある、「此浦（現在の南湖浜：筆者注）に伊豫の三島の神出現あり」の佐塚大明神社
の由緒から、毎年六月二十九日の例祭日に、鶴嶺八幡宮が行ってきた「浜下り」神事と、
九月十五日の鶴嶺八幡宮放生会で行われている、二つの「浜下り」神事である。
これらの祭礼は、戦後しばらくまで、茅ヶ崎海岸の漁村では三日間浜止めを行い、鎌倉
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鶴岡八幡宮放生会の「浜下り」神事同様、慰霊、鎮魂、海上交通の安全を祈願する伝統色
が鮮明であった。
茅ヶ崎海岸浜降祭会場の茅ヶ崎市南湖地区は、『神奈川県民謡緊急調査報告書』掲載の
〈茅ヶ崎甚句〉の伝承地として〈南湖下町甚句〉(8)が挙げられている、その曲名である「南
湖下町」が示すように、明治維新で南湖中町の天王社が廃絶し、南湖八雲神社となる前後、
もしくはそれ以前から南湖下町住吉神社の祭礼の「浜下り」神事で歌われていたことが考
えられる。
しかし、現在の〈南湖下町甚句〉の詞章で数え歌の冒頭部分「好いたお方と添えたいた
めに一で相州一の宮」とあるのは、明治維新以降に南湖下町住吉神社が寒川神社の祭礼を
迎える形式の「浜下り」神事で、氏子たちの間で新たに付け加えられた詞章と想定できる。
この二つの茅ヶ崎海岸浜降祭の伝承とその歴史的な経緯を整理する上で手掛かりとなる
のは、鎌倉時代より鶴嶺八幡宮と関わりの深い鶴岡八幡宮放生会における「浜下り」神事
である。
『浜出草紙』は、源頼朝が江の島詣を兼ねて「御浜出」を催したときの様子を描いた中
世の説話文学の『御伽草子集』の一つである。この『浜出草紙』は、中世後期から江戸期
にかけて幸若舞の祝言曲〈浜出〉の詞章を絵草紙と共に『御伽草子集』の中に編まれたと
考えられている。
現在の茅ヶ崎、藤沢、鎌倉の、いわゆる湘南地方各市の海岸地域は、近代まで茅ヶ崎、
藤沢が高座郡、鎌倉が鎌倉郡の二つの行政単位に区分されていた。平安後期から鎌倉初期
には、鎌倉権五郎景政を祖とする大庭（懐島）景義らの在地領主である鎌倉党と呼ばれた
一大勢力の拠点となっていた。従って、この地域の神社祭礼における「浜下り」神事は、
このような歴史的文化的背景から成立し展開されたことを念頭に検討していこう。
1−2

寒川神社を中心とする現在の茅ヶ崎海岸浜降祭

現在、茅ヶ崎海岸で毎年七月第三月曜日の海の日に行われている茅ヶ崎海岸浜降祭は、
近代以降、相模国一宮の寒川神社の神輿を、旧摂社の鶴嶺八幡宮をはじめとする茅ヶ崎市
の神社神輿がお迎えし、茅ヶ崎海岸で行われる禊神事として定着している。
その起源は、天保九年（1838）に寒川神社の神輿が国府祭からの還幸途中、平塚馬入川
（相模川）の渡し場で平塚八幡宮の神輿を担ぐ氏子たちの狼藉によって、寒川神社の神輿
が川に落ち、河口から相模湾まで流出した事件が発端となっている。
この神輿流失という大事件で寒川神社は茅ヶ崎海岸地区の村々に三百石の報奨金で相模
湾での神輿の捜索活動を依頼、南湖浜（茅ヶ崎海岸）で網をかけていた網元の鈴木孫七が
海中に沈む神輿を発見し、寒川神社に急報し、寒川神社に神輿が戻ったのである。
寒川神社神輿の茅ヶ崎海岸渡御は、この神輿拾得の縁で、鈴木孫七の漁場へ「お礼参り」
するため、鈴木孫七家は寒川神社の御旅所神主を許された。
その後、明治四年(1871)寒川神社が国幣中社に、二年後の明治六年(1873)鶴嶺八幡宮が
寒川神社の摂社となり、ここに寒川神社の神輿を茅ヶ崎がお迎えするプロトタイプ（原型）
が定着し、現在のように茅ヶ崎海岸周辺の町村合併が進み、茅ヶ崎市と寒川町内各地域の
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多くの神社の神輿が参加するようになったのである。
そのため、唯一〈南湖下町甚句〉で後年付け加えられたと想定できる「一で相州一の宮」
の数え歌の詞章以外に、〈茅ヶ崎甚句〉が歌われる物語空間において、「一宮」の詞章が現
れないのは、明治維新以降の鶴嶺八幡宮をはじめとする茅ヶ崎の南湖浜（茅ヶ崎海岸）周
辺の神輿の集団が、寒川神社の神輿を迎える祭礼次第を表現しているからである。
1−3

鶴嶺（懐島）八幡宮浜降祭と鶴岡八幡宮浜降式（例大祭）

表1
浜下り神事

湘南地方「浜下り」神事の分布と由来（筆者作成）
神社分布

神事由来

茅ヶ崎海岸浜降祭

寒川神社（寒川町宮⼭）

江⼾末期の寒川神社神輿の流失事件に由来する。それ以前

（茅ヶ崎市南湖）

鶴嶺⼋幡宮佐塚明神社

は源⽒にゆかりの深い鶴嶺⼋幡宮佐塚明神社の例祭とし

（茅ヶ崎市浜之郷）

て 6 ⽉ 29 ⽇午刻（正午）に神輿を南湖浜に「浜下り」す
る禊神事。

南湖浜降祭

⾦⼑⽐羅神社（南湖上町）

元禄年間に浜降祭で鶴嶺⼋幡宮佐塚明神社の神輿を南湖

（茅ヶ崎市南湖）

⼋雲神社（南湖中町）

の若い衆が浜之郷に引き渡さなかった事件に由来する。現

住吉神社（南湖下町）

在は⼋雲神社（旧天王社）の御幣参りとして「浜下り」す
る禊神事。

天王祭

宝珠寺天王社

宝珠寺天王社による天王祭の「浜下り」が⾏われていた伝

(藤沢市辻堂元町)

(藤沢市辻堂元町)

承がある。現在は⾏われていない。

⼩動神社天王祭

⼋坂神社(藤沢市江の島)

⼩動神社御神体が津波で流され、⼋坂神社（天王社）の祭

（鎌倉市腰越浜）

⼩動神社（鎌倉市腰越）

神として祀られた伝承に由来する「浜下り」。⼋坂神社か
ら⼩動神社まで神輿の海上渡御を⾏う。

宵宮祭浜降式

鶴岡⼋幡宮（鎌倉市元⼋幡）

源頼朝が⼋幡宮放⽣会で由⽐ヶ浜に出る御浜出を起源と
する鶴岡⼋幡宮例祭。現在では例⼤祭前⽇ 8 ⽉ 14 ⽇早朝

（鎌倉市由⽐ケ浜）

「浜降式」として⾏われている。
⼋坂⼤神例祭

⼋坂神社（鎌倉市扇ケ⾕）

（鎌倉市扇ケ⾕）

七⽉の第⼀⽇曜⽇から第⼆⽇曜⽇まで⾏われる。京都⼋坂
神社をまねた六⾓形の神輿。⽒⼦が早朝、由⽐ヶ浜に⾏き、
海に⼊って⾝を清める「浜下り」をする。

⼋雲神社例祭

7 ⽉の第 2 ⼟曜⽇から 3 ⽇間⾏われる。初⽇の朝、⽒⼦が

⼋雲神社（鎌倉市⼤町）

（鎌倉市⼤町）

材⽊座海岸に出て⾝を清める「浜下り」。かつては材⽊座
五所神社と同じ⽇に⾏われていた。

（鎌倉市材⽊座）

五所神社（鎌倉市材⽊座）

六⽉の第⼆⽇曜⽇に神輿の海上渡御が⾏われる。五所神社
を出発した 3 基の神輿のうち⼀番神輿は〈鎌倉天王唄〉を
歌いながら担ぐ。他の 2 基が海に⼊る。

鶴嶺八幡宮の浜降祭は、弘安三年 (1280)の鶴嶺八幡宮別当寺の「勝福寺縁起」(9)による
と文治三年(1187)の浜祈祷の記述が最も古い「浜下り」の記録となっている。
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「文治（ママ）三年天下毛娯（蒙古）国発来

日本国中浦々有御祈祷

由依仰、寺僧社僧八乙女以下当寺鎮守（キリーク）字之御正体掛神輿
之内

鏑矢一鳴出

其時此浦御祈祷之
致精誠所

自御輿

御而、南之海上七日七夜成光物輿飛廻云々」

この浜祈祷の神輿渡御が現在の鶴嶺八幡宮の浜降祭の起源になっているといわれている。
しかし、表 1 が示すように、湘南地方一帯のおもな「浜下り」神事の神社分布をまとめて
みると、江戸幕府が開かれた近世以降の七月十五日（旧暦六月十五日）前後に行われる夏
祭りである祇園会としての「天王祭」がその多数を占めている。
鶴岡八幡宮の浜降式（祭）は、鶴岡八幡宮例大祭の前日、毎年九月十四日に行われてい
る。例大祭が太陰暦八月十五日の満月のときにあたり、祭神が昔、海の神で漁業と関係が
深く、この日に源頼朝は、八幡宮「放生会」として由比ヶ浜に出て、「浜下り」神事が行わ
れた。これが、鶴岡八幡宮の例大祭の由来であると言われている。
また室町時代に作られたとされる幸若舞曲〈浜出〉の物語が描かれた『浜出草紙』は、
この源頼朝による「浜下り」神事に由来し、琵琶や弦楽の管弦と舞が海上舞台で行われた
という物語の内容から、江の島の弁財天信仰と関連づけられた「語り物」なのである。
現在の鶴岡八幡宮の浜降式（祭）は例大祭前日の七月十三日に由比ヶ浜の滑川の河口の
西海岸に呉竹二本を立てて注連縄を張り、十四日の早朝、宮司以下神職が白衣・白袴・白
足袋をつけて海岸に行き、お祓いのことばをあげ、海中に入って身を清める儀式を行う。
2

鶴嶺（懐島）八幡宮の祭祀芸能の伝統

2-1

大庭（懐嶋）景義と鶴岡八幡宮神人・巫覡の関係

大庭（懐嶋）景義は、大庭御厨の南西部にあたる、現在の茅ヶ崎市（中世懐嶋）一帯を
支配していた。保元の乱から源義朝に従い上洛し、崇徳上皇側で奮戦した源為朝から狙わ
れた強弓を外し、武名をあげた。『天養記』に見られる源義朝の大庭御厨濫行以降、鎌倉党
とその周辺勢力で分割領有されてしまった大庭御厨を源頼朝から再び本領安堵された。大
庭（懐嶋）景義は、鎌倉幕府における三浦氏と並ぶ（いわゆる現在の湘南地方における）
有力な在地豪族鎌倉党の領袖となったのである。
源頼朝は治承四年(1180) 八月十七日の伊豆国での挙兵、同年八月二十三日の石橋山の合
戦の敗退、その後同年十月七日のうちに安房（房総半島）を経由して鎌倉入りする。五日
後には「鶴岡宮を小林郷に遷し、
（中略）大庭景義をして宮寺のことを執行せしむ」とあり、
大庭景義は鶴岡八幡宮若宮の神人総官に補任される。
さらに同年十二月二日富士川の合戦に勝利し源頼朝は御家人たちの論功行賞を行った。
その時景義は父祖伝来の大庭御厨を本領安堵され、その他に荘園五、六箇所も与えられた
（『曽我物語』）。また『吾妻鏡』は若宮造営が始まった養和元(1181) 年五月十三日の条に
「土肥実平・大庭景義等奉行を勤む」とある。翌六月二十七日の条には「若宮造営の材木、
由比浦に着す」とある。
また、景義は同年七月八日（同）遷宮の奉行となり、遷宮の儀には「大庭御厨の庤の一
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古娘」（伊勢神宮の分社の巫女）を招いている。そして寿永元年(1182) 七月景義は頼朝の
子頼家誕生の際には「鳴弦の役」をつとめ、同年九月二十六日の条には鶴岡八幡宮寺別当
坊の奉行に補任された。このように、大庭景義は源頼朝から鶴岡八幡宮に関わる御霊祭祀
のほとんどを一任されていた。
八日、壬午、浅草大工参上間、被始若宮営作、先奉遷神体於仮殿、武衛参給、相模国大
庭御厨庤一古娘、奉行遷宮事、亦輔通景義等沙汰之、
（『吾妻鏡』養和元年(1181) 七月八日条）
注目すべきは、大庭景義が鶴岡八幡宮に関わる御霊祭祀だけでなく、鶴岡八幡宮若宮の
造営と宮寺の執行を奉行していたことである。
中世相模国西郡の土肥実平と東郡の大庭景義らは奉行に補任され、鶴岡若宮造営のため
の木材運搬船が翌月すぐに由比浦（由比ヶ浜）に到着する。これは彼らが、相模国南部の
相模湾沿岸を西と東で支配していた二人の有力豪族として、伊豆と相模の森林伐採とその
海上輸送に最適な人物であったことの証左である。
2-2

鎌倉権五郎景政と大庭（懐嶋）景義

江戸時代初期に初代市川團十郎が初演の歌舞伎十八番『暫』。かつては上演のたびに登場
人物が変わっていたが、その後、写実的な演出や史実に則した時代考証などを加え、明治
28 年（1895）、当時茅ヶ崎海岸に別荘を営んでいた九代目市川団十郎の一幕物として独立、
荒事の代表的な演目である。主役の善玉「暫」鎌倉権五郎景政は、その領地（大庭御厨）
を伊勢神宮に寄進した実在の人物で、鎌倉氏を称し、現在の鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市に
またがるいわゆる湘南海岸沿岸地域一帯を治めていた。
また源頼朝が鎌倉幕府を開く際に重要な関わりを担う人物である大庭景義、大庭景親、
梶原景時らは、いずれも景政の三世孫と言われている。また、大庭景義と大庭景親の関係
は、歴史学者の間でも意見が分かれているが、五味文彦が指摘する(10)ように、兄弟ではな
いとする説の方が現在では優勢のようだ。大庭（平太または懐嶋権守）景義（景能）は保
元の乱では源義朝、石橋山の合戦でも源頼朝の麾下に属し、鎌倉幕府の重臣として仕えた。
頼朝と景義の関係そして景義の職掌について、福田晃は次のように述べている(11)。
「頼朝の政治は、なによりも寺社の祭祀を重視する。それは関東の制覇が伊豆・箱根の
寺院勢力によって成し遂げられたことと関わりがあろう。また、頼朝の政治は、巫覡（ふ
げき）の占卜に従うことが少なくない。その雌伏時代に常に元住吉社の神官一品房昌寛な
る人物を侍らせていたことからも理解できる。されば、頼朝が期したものは、鎌倉権五郎
の末葉たる大庭家嫡男の当地方の御霊を祀る職能にあったことが思われよう。
（中略）ただ
し、景義の御霊を祀る能力が頼朝の大きな支えとなっていたことは動くまい。」
さらに、『吾妻鏡』文治元年(1185) 十二月二十八日の条には、鎌倉権五郎景政が御台所
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の女房下野の局の夢に出て、頼朝に向かって讃岐院（崇徳上皇）の御霊鎮魂の祭祀を若宮
別当に命じておこなわしたまえと語ったというのである。これは鎌倉権五郎景政の後裔で
ある大庭景義が鎌倉幕府成立時における鶴岡若宮の神人・巫覡を支配していたことを物語
っている。そのため、鶴岡八幡宮「放生会」における「浜下り」神事やそれに付随する神
楽奉納についても、多くの場面で大庭景義ら鎌倉党の御家人たちが中心となって関わって
いたことは充分考えられる。
それを裏付けるかのような興味深い資料もいくつかある。鶴岡八幡宮供僧相承院の快元
僧都が残した日記の『快元僧都記』(12)の中に「昔者大庭平太、宮中奉行、万事取沙汰」と
記されている。「鎌倉時代、大庭平太（景義）は鶴岡八幡宮の奉行として世間でも評判だっ
た」と読み取れる。
また、後北条氏の支配下から徳川家康の江戸幕府草創期にかけて、
『鶴岡八幡宮年表』(13)
を調べると天文元年(1532) 五月十八日の条に「北条氏綱、鶴岡八幡宮再建を企図し、小弓
御所足利義明（別当道晢）の領掌を得んがため、小別当大庭良能を、下総国小弓城に派遣
す」とある。その後も鶴岡八幡宮小別当大庭淳能（1518〜1601）など、伊勢氏が後北条を
名乗るように、大庭景義の鎌倉党の領袖を仄めかす「大庭氏」が「鶴岡八幡宮小別当」と
して代々明治維新まで世襲している。特に、寛永五年(1628)正月の条に「小別当大庭周能、
江戸城の連歌会に出座し、以後寛永十年まで連衆として勤仕す」とあり、「鶴岡放生会職人
歌合」(14)のように、鎌倉の連歌衆として毎年正月に参勤しているのは、中世鎌倉につなが
る神事芸能との関係性を裏付けている。
3

幸若舞曲〈浜出〉における物語空間の祝い唄としての音楽特性

3-1

宇佐八幡宮放生会を手本に描かれた鎌倉党の「浜下り」神事の指示書『浜出草紙』

鎌倉幕府草創期に鶴岡八幡宮神人惣官を補任された大庭景義が関わったことが想定され
る鶴岡八幡宮の「浜下り」神事の実態については判然としないが、少なくとも『浜出草紙』
という視覚資料である絵草紙で、御伽衆によって「語られた」もしくは「歌われた」物語
空間から「浮遊する」動きを分析するのは可能である。そこで、源頼朝が由比ヶ浜に出て
「浜下り」神事を行う鶴岡八幡宮放生会の伝統について、順を追って検討してみよう。
鶴岡八幡宮「放生会」（旧八月十五日）は、八幡宮の総本宮である宇佐八幡宮の例大祭で
ある「放生会」（旧八月十五日）を倣ったものである。その由来は古く、大和朝廷は宇佐八
幡宮の神威によって大隅・日向の隼人征伐で夷敵を降伏させたが、その折多くの人命が損
なわれたことから八幡神は隼人等の霊を弔うために天平十六年（744）に山野、河海に鳥や
魚を放ち供養したことに始まる(15)。
放生会は宇佐八幡宮が「八幡大菩薩宇佐宮」とされているように八幡大菩薩信仰による
神仏混淆を象徴する祭礼神事である。源頼朝が鎌倉幕府を開くと、源頼朝の高祖父である
八幡太郎義家の武勇の伝説と八幡信仰が融合教化された。そのため、東国武士団を中心に
鎌倉幕府御家人に広く受け入れられ、御家人の赴任地の移動によって、再び全国各地にま
で広がったと考えられる。
宇佐八幡放生会の祭礼神事の次第は「祭りに際し、八幡の神輿は宇佐八幡宮を出御し、
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放生会の祭場である和間浜に着御される。和間浜の海上には浮殿が設けられ、ここで様々
なの舞楽、雅楽などが奏された」となっている。さらに「而して、この和間浜の会場へ二
艘の傀儡子船が来たって、傀儡子舞を奏したことが中世の記録に見える」とある。
これは、鶴岡八幡宮放生会が、現在では行われていないが、由比ヶ浜の海上には浮殿が
設けられ、ここで様々な舞楽、雅楽などが奏されたと描く『浜出草紙』（幸若舞曲〈浜出〉）
の物語空間にも該当しえる。それと同時に、これは、鎌倉党の武士団の多くが、その後、
頼朝の治世が終焉するのと同時に、滅亡と衰退の運命を辿ることに反して、放生会という
功徳を積むことで、殺生を禁じる法楽として、富士の山や江の島を眺める風光明媚で平和
な物語空間を演出している幸若舞曲〈浜出〉との関係性を知る上で、重要な手掛かりとな
っていることは否めない。このことから、幸若舞の起源とその接点には、八幡信仰と御霊
信仰が行き交う、神仏習合の世界観が濃密に描かれていることが考えられるのである。
3-2

幸若舞の起源と鎌倉党との接点：祝い唄として音楽特性

幸若舞の起源は、南北朝時代の十数年間鎌倉に下向し初代鎌倉公方足利基氏の庇護を受
けた足利一門の桃井直常、その孫直詮（幸若丸）に始まる。幸若丸は、直常の弟の子で剃
髪し比叡山にいた詮信の元で学問に励んだが、生まれつき音楽に秀でていたので、ある時
「八島の軍」という草子に曲節を付けて吟唱した。比叡山の学僧たちがこれに耳を傾けた
ため、幸若丸は朝から晩まで朗吟した。その評判は後小松院の聞くところとなり、参内を
命じられ一曲を奏した。幸若丸は院の命によりその類の曲数帳を集めた。これが幸若舞の
起源であると言われている(16)。
幸若舞は当初は「曲舞」と呼ばれた。曲舞は舞であるから拍子が体を持つもので、それ
を和らげて小唄ふうに歌うと面白く聞こえると言われている。
「曲舞は舞ということでしばしば同時代の白拍子の舞と関連づけられているが、白拍子
の舞が歌謡に連れて歌われるのに対し、曲舞は一つの節のある物語につれて舞われるとこ
ろにその違いがある。（中略）しかし、能楽のような劇的な要素はまだ持っていないので、
仮面も用いなければ、扮装をかえるということもない。また、強いてシテとかワキとか舞
台の上で役柄を分ける必要もない。本来は大夫が一人出て舞うだけで充分であったのが、
淋しい舞台を補う意味で、二人の大夫が舞台に立って舞う相曲舞、二人舞が生じ、大江の
舞のように大夫・シテ・ワキの三人で舞う形も現れている」(17)（下線部筆者）。
幸若舞曲〈浜出〉は、東大寺大仏開眼供養で上洛した源頼朝がその功績により右大将に
任じられ、忠義の臣下である梶原景時、景季父子、畠山重忠、重保父子にも官位が下され
たという他の幸若舞曲と同様に祝儀物として、鎌倉幕府の繁栄を題材としている。つまり、
その治世を寿ぐという物語空間における祝い唄としての特性の強い楽曲である。
また、伊豆に配流されていた源頼朝の側近安達盛長の見た夢は、源頼朝が全国制覇する
吉兆であると、大庭景義が占う物語の幸若舞曲〈夢合わせ〉。それから〈九穴貝〉は〈浜出〉
の浜遊びの酒肴を調達するため、畠山重保が海に潜って、たくさんの貝を頼朝に献上し、
その褒美で源頼朝から常陸国鹿島庄に所領を受けた物語である。この〈九穴貝〉は、大庭
御厨の伊勢神宮への主要献上物である熨斗鮑のアワビを表現しているだけでなく、〈浜出〉
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の続編としての物語空間を展開し、「語っている」と考えられている。(18)
このように幸若舞曲〈浜出〉の関連作品において、鎌倉幕府創設に関わる鎌倉党とその
縁者の様々な活躍が歌われていることは、合戦が中心の平家物語とは異なり、源氏の氏神
である八幡大菩薩の加護で、その物語空間が穏やかで平和な人生観をもたらすという信仰
に基づいている。
幸若舞曲〈浜出〉の楽曲の構成は、第一節が鎌倉治世譚で頼朝の鎌倉幕府開闢の様子と
鎌倉名所案内の語り、第二節が頼朝と御家人の任官と鎌倉を蓬莱山と見立てた語り、第三
節が江の島詣と浜出の船上舞台からの管弦舞楽の素晴らしさの語りで構成されている。
3-3

幸若舞曲〈浜出〉の成立と展開

南北朝時代（室町時代）幸若丸の祖父桃井直常は足利尊氏と対立し十数年間鎌倉で足利
基氏の庇護下に置かれていた。そして足利基氏が没すると直常は出家し、上洛、二代将軍
足利義詮に帰順した。また鶴嶺八幡宮別当寺の懐島勝福寺は初代鎌倉公方足利基氏の菩提
寺である。
このような背景から幸若舞曲〈浜出〉は、桃井直常の祖先が八幡太郎義家や頼朝の従兄
弟の血統である由縁も加味されて、源頼朝の治世を寿ぐ〈祝い唄〉として成立したと考え
られる。さらに言えば、幸若舞曲〈浜出〉は、南北朝から室町期にかけて、足利氏一門が
征夷大将軍としての源氏の正統性を表現する芸能となり、鎌倉からその周辺の寺社祭礼の
場へと波及する。その目的は、鎌倉府を中心に東国武士団の統轄だけでなく、鎌倉（玉縄）
から小田原にかけて海道筋の「相州舞々」が、後北条氏の時代以降、寺社奉行配下の神事
舞太夫に編入されたように、戦乱で荒廃した鎌倉周辺の寺社再建復興の浄財集めの意図が
あったと考えられる。
4

幸若舞曲〈浜出〉と〈茅ヶ崎甚句〉の歌われる物語空間の「浮遊性」

4-1

幸若舞曲〈浜出〉と〈上赤羽根甚句〉の詞章と曲節が伝える「浜下り」神事

幸若舞の詞章の節付けは「コトバ」と「フシ」と「ツメ」の大体三通りに分けられる。
ただ言葉で語る部分が「コトバ」である。「フシ」は別にイロ、サシ、ヲクリ、クドキなど
があって、節になる部分、「ツメ」が拍子にかかる部分である。
高野辰之は明治四十年(1907)実際に接した大江幸若舞について「大江で数番聴いた所で
はフシのあたりは今の謡曲よりもむしろ平家や和讃に近い。
（中略）曲節はなるほど巫女の
ようなところもある」とその印象を述べている。また「一言すれば今の能楽の謡よりもさ
らに古風で、天台の声明を聞き慣れた幸若丸の創めたものらしく、古の延年衆や白拍子な
どもこんな調子で謡ったのであろうと聞きなされる。
（中略）また祝言に用いる小節物、浜
出、蓬莱山の類を数番扇と鼓とで謡って貰ったが、これも恰も能の小謡のようなもので、
太夫もシテもサシも坐ったまま鼓を入れて扇拍子で謡った。鳴物は大鼓と小鼓とだけで、
他に何も用いぬのが幸若の常である」(19)と評価している。
そこで、この幸若舞曲〈浜出〉の詞章（詞例２）と〈上赤羽根甚句〉の詞章（詞例３）
に共通する類型旋律から、歌われる物語空間と節回しの特性について比較検証してみよう。
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〈浜出〉「フシ」（詞例 2）（出典『⼤江の幸若舞』(20)）
春は先ず咲くウ（ハウ）梅が⾕ウ（ハウ）続きの⾥や匂うらん。（ハウ）夏は涼しき扇が⾕、（ヨー）
秋は露うぐさざめが⾕（ハウ）、冬はアげにもオ
遥かの沖を（ヨー）

雪の下⻲がア⾕こそ（ハウ）久しイけエれ。

⾒渡せば、（ヨー）船に帆かくるウ（ハウ）

稲村が崎とかや、（ハウ）

院島、江の島、つゞいたり。（ハウ）蓬莱宮と申すとも、（ハウ）いかでこれにはまさるべきイ。（ハウ）
かるが故に（ハウ）名付けて

あゆみをはこぶともがらは、（ハウ）諸願ンならず（ハウ）

〈上⾚⽻根甚句〉（詞例 3）（出典：『茅ヶ崎甚句 レコード』(21)）
⼀、私しゃ茅ヶ崎（ヨイヨイ）⾚⽻根育ち（ヨイヨイト）前は上⽥で
⼆、⾊で売り出す
三、鳴くな矮鶏

⻄⽠でさえも
まだ夜は明けぬ

四、締めてなるのは
五、サァサ皆さま
六、娘⼗七・⼋

太⿎に⿎
お唱いなされ

蝶々がとまる

七、⾚⽻根⼭から近場を⾒れば

中にゃ苦労の

鐘がなる

しめたがる

歌でごきりょは
とまるはずだよ

下がりゃせぬ
花ぢゃもの

東は⼤⼭⼀の取居

相模の海に江の島と

はるか遠くに⼤島の

⻄の⼤空⾒てやれば

⽇本⼀の富⼠の⼭

義理と⼈情の厚いとこ

種がある

明けりゃお寺の
ならね私を

⽶をとる（以下掛け声省略）

南の⽅を眺めれば

ひときわ⽬⽴つエボシ岩
眺め良ければ緑も多い

これぞおいらのこいの村

この二つの楽曲に共通する旋律の特徴はまずその終止形にある。幸若舞曲〈浜出〉の「フ
シ」の詞章で「春は先ず咲（さぁ）くウ」の「くウ」や「梅が谷（うめがぁやぁつウ）の
「つウ」のカタカナ表記の音高が三度の下降や五度の下降などが確認され、掛け声の直前
に節回しの定型として下げていることである。これは〈上赤羽根甚句〉の「わたしぁ あぁ
ちがぁさぁぁきぃ」の「きぃ」や「あかばねぇそぉだぁあちぃ」の「ちぃ」でやはり掛け
声が入る直前のひらがなの母音小文字部分の音高が三度下降する、同様の節回しの特徴が
見受けられる。
「遥かの沖を

見渡せば、船に帆かくるウ

稲村が崎とかや、院島、江の島、つゞいた

り。蓬莱宮と申すとも、いかでこれにはまさるべきイ。」と歌われる〈浜出〉と「南の方を
眺めれば

相模の海に江の島と

空見てやれば

日本一の富士の山

はるか遠くに大島の

ひときわ目立つエボシ岩 西の大

眺め良ければ緑も多い」と歌われる〈上赤羽根甚句〉

のコンテクストには、相模湾に浮かぶ江の島の情景を基点とする「名所語り」の言い立て、
幸若舞〈浜出〉の別の曲名である「蓬莱（宮）山（富士山）」の眺めを愛で褒める、情景
描写を共有する「能の小謡のような」詞章で物語空間が成立し、展開するのが確認できる。
この幸若舞の伝統についてジェームズ荒木は「（武士が台頭する鎌倉時代までに）芸術は
その自発性を失い、歌の小さなレパートリーを歌うことが伝統とされた。室町時代になる
とその地位は新時代のポピュラー音楽（文字通り、小さな歌）の小謡に取って代わった」(22)
と主張している。
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このように、幸若舞曲〈浜出〉は、能、今様、白拍子、曲舞の影響の相互作用の中で、
祝儀や宴席の場にふさわしい謡曲の一節（小謡）の流行に押されていった。
しかし、この小謡の流行によって、鎌倉周辺の寺社祭礼の場では、千寿万歳唄〈浜出〉
を謡い「曲舞」を舞う、相州舞々などの芸能者が現れて、この地域の民間信仰や寺社縁起
と関連づけられ、普及し始めたのである。
また、
〈茅ヶ崎甚句〉が歌われるときの神輿の担ぎ手による伴奏は「神輿の四隅の鈴の音
（鐘）＋タンスの音（太鼓）＝波動を生み（八大竜王を招く）→水を清める（疫病を祓う）」
と伝わる信仰に基づく「湘南神輿」(23)の様式でその音楽が進行する。
この点からも幸若舞曲〈浜出〉と〈上赤羽根甚句〉の二つの詞章に共通の「江の島遥拝」
は、「浜下り」神事の「記憶風景」として、歌われる物語空間に再現されている。
4-2

神仏分離令による大庭御厨内の寺社の解体：茅ヶ崎海岸浜降祭の成立

鎌倉期初頭に大庭景義は源頼朝の勧請で鶴嶺（懐島）八幡宮を再興し、鶴岡八幡宮若宮
の神人惣官となり、幸若舞曲〈浜出〉で歌われている由比ヶ浜の八幡宮放生会や御霊社の
神楽奉納に関わったとされている。
明治新政府の国家神道政策で明治四年(1871)に寒川神社は国幣中社の社格となり、明治
六年(1873)に鶴嶺八幡宮がその摂社となる。この時、鶴嶺（懐島）八幡宮別当寺であった
常光院（懐島勝福寺）が解体された。同寺は前述した茅ヶ崎海岸浜降祭起源説の根拠とな
る「勝福寺縁起」を伝えている。また、南北朝期の至徳元年(1384)、懐島勝福寺光明院は
鎌倉公方足利基氏の菩提所になり、懐島（鶴嶺）八幡宮供僧を鶴岡八幡宮供僧が兼帯する。
この関係から鶴嶺八幡宮は、鶴岡八幡宮の祭祀形態に準じた祭礼神事が執行されていた。
しかし、この廃仏毀釈の混乱で、鶴岡八幡宮放生会における「浜下り」神事の伝統を保
持していた鶴嶺八幡宮は、寒川神社を迎えて禊場へ案内する新たな形態の「浜降祭」を始
めることになる。この事態に茅ヶ崎の各村落の神社の氏子たちは次のような対応を示した。
明治十年（1877）鶴嶺八幡宮が寒川神社の摂社から解除されると、翌明治十一年（1878）
は寒川神社一社の単独参加となる。鶴嶺八幡宮だけでなく、茅ヶ崎の全ての神社が不参加
となった。圭室文雄によると(24)、明治三十四年（1901）から三十九年（1906）、四十一年（1908）、
四十二年（1909）、大正二年（1913）、翌三年（1914）と十四年間のうち十一回も寒川神社
一社単独の参加である。その上、明治十一年（1878）から大正十一年（1922）の四十四年
間（明治十二年の記録なし）で二十九回も鶴嶺八幡宮は「浜降祭」には参加していない。
また南湖仲町の八雲神社のように、廃仏毀釈で全国の牛頭天王を祀る天王社は解体され、
八坂神社、八雲神社等への変名や他の神社との統廃合を余儀なくされる。これによって、
それまで祇園会の夏祭りとして旧暦の六月中旬に「浜下り」神事を行ってきた天王社だけ
でなく、他の茅ヶ崎海岸周辺各神社の祭礼神事の祭祀形態にも変革が強いられた。
明治新政府の廃仏毀釈によって、鶴嶺（懐島）八幡宮だけでなく、中世鎌倉の子孫が代々
支えた「浜下り」神事など祭礼の多くは、祇園御霊会として、七月中旬（旧暦の六月中旬）
に村落祭祀の「浜下り」神事のある天王社と共に、「浜降祭」へと統廃合された。
従って、明治期以降、茅ヶ崎海岸浜降祭の成立過程を概説すると次のようになる。
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茅ヶ崎海岸浜降祭は、祭祀形態だけでなく、祭礼日も異なっていた村落単位の「浜下り」
神事は衰退し、旧国幣中社の寒川神社の「浜降祭」の性格が強調され、茅ヶ崎海岸周辺の
各村落の神輿が隊列を組み集結し、鶴嶺八幡宮の神輿が露払い役として寒川神社を迎える
現在の新しい祭祀形態が次第に定着する。
その結果、高座郡南部の各村落の「浜下り」神事の禊場が近隣の河海ではなく、本来、
茅ヶ崎海岸近くの村落祭祀の縄張りであった「禊場」の南湖浜一箇所に参集する祭祀形態
に統合化された。高座郡南西部の村落単位の寺社祭礼であった「浜下り」は、寒川神社を
中心とした統一行事と開催されるようになった。茅ヶ崎海岸浜降祭において人々の関心は、
村落単位の神社信仰ではなく、隊列を組んで南湖浜へ向かう神輿渡御に移ったのである。
それに伴い、近代以降、寒川神社の浜降祭に関わっていない藤沢市大庭・鵠沼地区には、
茅ヶ崎海岸周辺では残っていない、地域性豊かな村落祭祀の民俗芸能などが残されている。
4-3

南湖浜での整列配置図と大庭御厨内の神明社の「浜下り」神事との関わり

表2

南湖浜での神輿整列配置図（昭和三十四年）（出典：『茅ヶ崎市史研究』第 5 巻(25)）
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南湖浜での神輿整列配置図（昭和五十二年）（出典：『茅ヶ崎市史研究』第 5 巻(26)）
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そこで次に昭和三十四年(1959)と昭和五十二年(1977)の茅ヶ崎海岸浜降祭における南湖
浜（茅ヶ崎海岸）での整列配置図（表 2、3）を比較したい。ここでは、明治維新以降、次
第に失われていった大庭御厨における民俗芸能の観点から、大庭御厨懐島郷内の（鶴嶺八
幡宮摂社である）神明社を中心とする神社と「浜下り」神事との関わりを考察する。
表 2 の配置図を見ると昭和三十四年(1959)の浜降祭参加神輿十二基のうち寒川神社以外
は全て茅ヶ崎の神輿である。これは浜降祭が大庭御厨懐島郷を中心とした「ハマオリ」神
事であることを裏付けている。また、この年の浜降祭では神奈川県無形民俗文化財採択の
第一回目調査で永田衡吉が来訪している。翌年には第二回の調査が行なわれ、昭和三十六
年（1961）には神奈川県無形民俗文化財に指定されている。この二回目の調査では藤沢市
用田の八雲社と、岡田の菅谷神社、一宮の八幡宮の寒川町から新たに二基の参加を含む、
茅ヶ崎市からの二基と合わせて、二十二基の神輿が参列し、前年と比べ十基もの急激な増
加が見られた。尚、大庭御厨内の神明社は赤羽根、円蔵、十間坂の三基で鶴嶺八幡宮摂社
の社格である。
『新編相模風土記稿』に十一世紀後半源義家が建立したと伝えられている赤羽根神明大
神は、寒川神社が国幣中社になった明治四年（1871）の廃仏毀釈で、鶴嶺八幡宮別当寺の
常光院（勝福寺）が廃絶したように、赤羽根神明大神宮別当寺の満蔵寺も廃絶している。
その際に、上、中、下と三社あった赤羽根神明社と上赤羽根集落の鎮守の天王社は下赤羽
根の赤羽根神明大神宮に合祀された。
この赤羽根地区は、浜降祭の神輿担ぎ歌〈上赤羽根甚句〉が『神奈川県民謡緊急調査報
告書』(27)掲載の〈茅ヶ崎甚句〉の伝承地として挙げられている。歌のタイトルである「上
赤羽根」が強調しているように、上赤羽根神明社と上赤羽根天王社が廃絶する前後、もし
くはそれ以前から上赤羽根地区の「浜下り」神事で歌われていたのである。
藤沢市大庭地区に接する北部丘陵南側赤羽根山と呼ばれる丘陵台地の突端に鎮座する赤
羽根神明大神宮は藤沢市鵠沼地区の鵠沼神明社（皇大神宮）が内宮であるのに対して、外
宮と比定される社格を伝えている。旧河道に向かっている参道との接点付近が淵になって
いて、赤羽根神明大神宮が建っている丘陵台地の後方を赤羽根川が迂回している。かつて
このあたりは神通川と呼ばれ、神職以外は立入禁止の神域とされていた(28)。従って、古く
は、この付近が赤羽根神明大神宮の「浜下り」神事の禊場であると想定できる。
円蔵神明大神は大庭（懐島）景義の館跡と言われる場所に建てられている。大庭景義が
鎌倉幕府草創期に鶴岡八幡宮若宮造営の奉行を補任された『吾妻鏡』の伝承によって、こ
の地域の大工職や鳶職の住居が円蔵地区に集中している。この職人たちを中心に代々茅ヶ
崎市指定重要無形民俗文化財である「円蔵祭囃子」(29)が伝承されている。そのため、地元
では円蔵神明大神が赤羽根神明大神と同等の社格であると考えられている。
地理的には、浜之郷、西久保、矢畑を含む円蔵地区がかつて懐島郷と呼ばれたように、
相模川水系である西の小出川と、引地川水系を水源地（赤羽根字十三図周辺）とする東の
千ノ川の間の島であったことが指摘されている。
十間坂神明宮の創建年代の詳細は不明だが、後方を千ノ川が流れ、付近には兼務社であ
る第六天神社がある。その裏手には千ノ川の船着場の跡も確認できる。
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『皇国地誌』が記載しているように、かつて引地川が現在の大庭地区から赤羽根地区、
円蔵地区を経て茅ヶ崎海岸から相模湾へと流れていたとすれば、赤羽根、円蔵、十間坂の
３つの集落の神明社は水運で結ばれていたことになる。これら三地区の付近を現在でも引
地川水系の千ノ川の川筋が通っていることから判断するとそれは十分に考えられる。
5

まとめ

このように、幸若舞曲〈浜出〉は、中世から近世にかけて鎌倉周辺の寺社祭礼の場で、
相州舞々の「曲舞」によって、ある時は「語られ」またある時は「歌われ」て、この地域
特有の物語空間を表現していた。その表現とは、鎌倉党を中心とする東国武士の世界観、
宗教観であったと思われる。それは、すなわち八幡宮放生会をはじめとする、八幡信仰と
御霊信仰を背景とする死生観を表現する物語空間なのである。
それと同時に、幸若舞曲〈浜出〉の音楽は、東国武士団の多くが、頼朝の治世が終焉す
るにつれて、滅亡と衰退の運命を辿るのに反して、放生会という功徳を積むことで、殺生
を禁じる法楽から、富士の山や江の島を眺める風光明媚で平和な物語空間を演出している。
このことは、幸若舞曲〈浜出〉が大陸文化の模倣または都を中心とする貴族社会の宮廷
文化から、八幡太郎義家、鎌倉権五郎景政の武功を崇めた東国文化の八幡信仰、御霊信仰
に基づく「小謡」の流行によって、鎌倉を中心とする武家社会の文化から周辺村落の祭祀
空間へと脱却しようとする「鎌倉様式」とでも呼ぶべき、民俗芸能もしくは民俗音楽の芸
術美学が伝播され、継承されてきた成立過程とその展開を表現しているのである。
従って、幸若舞曲〈浜出〉の音楽は、後に「浜下り」神事で歌われる〈茅ヶ崎甚句〉の
音楽のみならず、歌われる物語空間の「浮遊性」として、現在でも鎌倉周辺の神社信仰の
場において、様々な影響を与え続けているのである。
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注
(1) 徳丸吉彦は「音楽テクストを作曲したり、演奏する際に、それを他の音楽テクストに
積極的に関連させる方法が間テクスト性の技法である。（中略）第一の技法は、ある
先行テクストに基づいて変奏曲を作ること。第二の技法は、あるジャンルやある楽器
から他のジャンルや楽器へ書き換えること。第三の技法は、二つ以上の音楽テクスト
を同時に並列すること。」と主張している。さらに徳丸は第四の技法が「引用」であ
り、第五の技法が「パロディー」であると付け加えている。徳丸吉彦『音楽とはなに
か－理論と現場の間から』（岩波書店、2008）pp.87-98.
(2) 「テクストとしての音楽が伝承され伝播してゆくとき、コンテクストが大なり小なり
変化するのが必然である。その過程と結果を transcontextualisation（脈絡変換）と
命名しよう。脈絡変換は、その質的 and/or 量的度合いに応じて、テクストの大小の
単位においてもなんらかの変化を生じさせるものである。」山口修『応用音楽学』
（放
送大学教育振興会、2000）p.78.
(3) 「〈茅ヶ崎甚句〉の類型表現が歌い手の頭の中に蓄えられている、あるいはその歌い手の
所属する共同体の人々の間に存在し「浮遊」する特性を「浮遊性」と定義する。〈茅ヶ崎
甚句〉で歌われる物語空間では、音楽パフォーマンスにおける個人と集団のテクストの機
動的な読み取りとその音楽表現であるという意味で豊かな「浮遊性」が確認できる。」木
内靖「〈茅ヶ崎甚句〉の物語空間における浮遊する音楽特性」『民俗音楽研究』第 42 号
（日本民俗音楽学会、2017）p.2.

(4) 「ハマオリ

オハマイデ、ハマイデマツリに同じ。祭りに際して海浜または海岸に出

て、禊をすることで、種々の形式がある。祭りに際して特に潮水の洗祓力を尊んだた
め、愛知県北設楽郡や、奈良県吉野郡野迫川村のような山間部からも、遠く海岸へお
もむいて禊をし、または海水を汲む風がある。オシオイと同様、小石や砂や藻を持ち
帰って、禊のしるしとすることもある。記録の上では古く『吾妻鏡』に鶴岡八幡宮の
浜出神事があり、福島県から茨城県にかけて海岸に近い村々には春祭に海辺へ神輿が
渡御して、寄合祭を行なう多くの例がある。」柳田国男『分類祭祀習俗語彙』（角川書
店、1963）p.39.
(5) 「曲舞の一派に幸若舞というのがある。これは桃井幸若丸がはじめたのでこの名があ
るといわれる。越前西田村を本拠地として、室町時代初期から江戸時代を通じ、武将
の間に支持をうけて栄えた。平家物語などにみえる戦記物を語って舞った。中世の記
録には二人舞と書いたものが多く、二人舞が多かったらしい。また、幸若舞は舞うこ
とよりも謡って聞かせることに重点があったらしく、
『醒睡笑』には「幸若の舞をきゝ、
さてさておもしろのふしや、くどきや」と書いてある。」後藤淑『日本芸能史入門』
（社
会思想社、1964）pp.118-119.
(6) 湯山学『相模武士 第1巻

鎌倉党』(戎光祥出版、2010)

(7) 貫達人編「鶴嶺八幡佐塚両社縁起」『相州古文書』（神奈川県教育委員会、1965）
pp.265-266.
(8) 神奈川県教育委員会文化財保護課編『神奈川県緊急民謡調査報告書』付録「全調査民
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謡一覧」（神奈川県教育委員会、1981）p.10.
(9) 貫達人編「鶴嶺八幡別当勝福寺縁起」『相州古文書』（神奈川県教育委員会、1965）
pp.264-265.
(10)五味文彦『院政期社会の研究』(山川出版社、1984)pp.182-183.
(11)福田晃『中世語り物文芸−その系譜と展開−』（三弥井書店、1981）pp.174-175.
(12)佐藤博信「『快元僧都記』の世界像」『日本歴史

1991年12月号』p.17.

(13)注 第二章(17)前掲書
(14)塙保己一編「鶴岡放生会職人歌合」『群書類従二十八雑部』（八木書店、1959）
(15)鈴鹿千代乃『神道民俗芸能の源流』（国書刊行会、1988）p.72.
(16)幸若舞記録作成保存会編『大江の幸若舞』（幸若舞保存会、1979）p.26.
(17)前掲書(16)pp.31-32.
(18)室木弥太郎「舞曲の研究３-祝儀物・常盤物・判官物等について」『金沢大学教養部論
集 人文科学編』（金沢大学教養部、1970）p.291.
(19)前掲書(16)pp.31-32.
(20)前掲書(16)pp.47-48.
(21)注 第二章(7)前掲レコード〈上赤羽根甚句〉歌詞カード
(22)注 第二章(19)
(23)注 第二章(10)
(24)圭室文雄「浜降祭日記から見た祭礼の移り変わり」
『寒川町史研究』第28号（寒川町、
2016）pp.13-16.
(25)村武精一「寒川神社浜降祭の民俗象徴論」
『茅ヶ崎市史研究』第5巻（茅ヶ崎市、1981）
p.2.
(26)同前掲書
(27)注 第二章(13)
(28)茅ケ崎市文化資料館編『地名が語る赤羽根のむかし』（茅ヶ崎市教育委員会、2014）
p.65.
(29)注 第一章(4)
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第四章

円蔵神楽と「浜下り」神事の地域的特性

習合神道を否定した明治維新の神仏分離令では、民間信仰と習俗に迷信邪説の弊害があ
るため、近世相模国の神事舞太夫(1)や陰陽師(2)たちは生活の糧である祈祷や配札が禁じられ
た。しかし、神話を演じる神代神楽(3)は前時代的なシャーマニズムを中心とする民俗信仰を
全身に纏い、かつ民衆の期待に応えるべく、地域の神社祭礼の中で生き延びねばならなか
った。
湘南海岸一帯の神社祭礼では、年中行事の中で「浜下り」(4)神事に象徴される大祓(5)、七
夕(6)、八幡宮放生会(7)、御霊会(8)など、「禊祓」(9)が中心の民俗信仰が文化基盤として伝え
られていた。
円蔵神楽は、神奈川県に伝わる神代神楽の一つで、明治中期から昭和三十年頃まで茅ヶ
崎市円蔵の神楽師元締の高橋鯛五郎が茅ヶ崎海岸地区とその周辺の寺社祭礼などで奉納し
た民俗芸能である(10)。本章では、この円蔵神楽に焦点を当て、地域社会における民俗芸能
の変容と明治維新後の神楽師の実態を明らかにすることで、この神楽と「浜下り」神事の
関係性が「禊祓」を媒として、どのような相互補完的役割を担ったのかについて考察する。
そこで、1 ではこの地域の寺社祭礼は鎌倉との基層文化の対比により八幡宮放生会と御霊
会の二つに分類され、この二つの民俗信仰が円蔵神楽と「浜下り」神事の文化基盤となっ
ていたことを検証する。ついで 2 では円蔵神楽が六所神社社役を務めた近世神事舞太夫の
神代神楽を継承した民俗芸能である点に注目し、この地域の民俗信仰に支えられながら、
近代社会の中で円蔵神楽が新たな正統性を獲得した要因を考察する。3 では「巫女舞」と「曲
舞」が接合する円蔵神楽の特性は「禊祓」の舞が中心であることを分析する。最後の４で
は円蔵神楽と「浜下り」神事の関係性は、この地域独自の民俗信仰である「禊祓」の文化
基盤が媒となり、寺社祭礼において相互補完的役割を担ったことをまとめてみたい。
1

茅ヶ崎海岸地域の神社祭礼（八幡宮放生会と御霊会）

1-1

八幡宮放生会を中心とする神社分布とその祭祀形態

かつて鶴岡八幡宮宮司白井永二は茅ヶ崎市浜之郷の鶴嶺八幡宮が「この社頭の景観とい
い、その社号といい、基層に鶴岡八幡宮との対比があった」(11)と評価していた。また白井
は「現境内地の北寄りに八幡と佐塚明神社と二社が並んでたち、一宇の拝殿がその前にあ
る形式の神社であった」、「県指定の無形文化財浜降祭の根元社」と言及している。茅ヶ
崎海岸地域の「禊祓」の伝統文化を考える上で重要なのは、鶴岡八幡宮との「基層の対比」
を示す鶴嶺八幡宮放生会と南湖御霊会が河海への「浜下り」神事の後、近年まで神社本殿
舞台で円蔵神楽が奉納されていたこの地域特有の祭祀形態である。
茅ヶ崎海岸地域の八幡宮放生会（九月十五日）の祭礼日前後に円蔵神楽を奉納した神社
は、中世懐島八幡宮として鶴岡八幡宮寺供僧が兼帯、近世鶴峯八幡宮として国府祭に参集
した鶴嶺八幡宮と柳島八幡宮、中世大庭御厨との関係性が指摘されている鶴嶺八幡宮の摂
社の松尾、赤羽根、円蔵の神明社である。（表 1）
鶴嶺⼋幡宮と柳島⼋幡宮の「放⽣会」では祭礼神事の前半に「浜下り」神事（神輿渡御）
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が⾏われ、宵宮で円蔵神楽の奉納という次第である。上記⼆社で鯛五郎の円蔵神楽が奉納
されたことは鶴嶺⼋幡宮宮司能條憲夫の随筆(12)や『明治の巡査⽇記』(13)などで確認できる。
表1

八幡宮放生会祭礼日前後に円蔵神楽が奉納された茅ヶ崎市内の神社分布と祭祀形態

番号・神社名

所在地

氏子範囲

祭礼

祭祀形態

18 柳島八幡宮

柳島

柳島

九月十四日

浜下り、神楽、芝居

13 鶴嶺八幡宮

浜之郷

浜之郷

九月十五日

浜下り、神楽、芝居

17 松尾神明社

松尾

松尾

九月十六日

浜下り、神楽、芝居

21 赤羽根神明社

赤羽根

赤羽根

九月十七日

浜下り、神楽、芝居

11 円蔵神明社

円蔵

円蔵

九月十八日

浜下り、神楽、芝居

＊『茅ヶ崎市史３民俗編』（茅ヶ崎市、1980）を参考に筆者作成。表中の番号は p.53 図１
に対応、以下同様。

○明治⼆⼗六年 九⽉⼗五⽇ 「柳島ノ神楽ニ⾄リ」「浜ノ郷神社ノ祭典ニ⾄リ、神楽ノ取締
ヲ為シ時々微⾬翌 午前⼀時帰所」、九⽉⼗六⽇ 「薄暮ヨリ松尾へ⼤神宮例祭神楽執⾏ニ
付取締ノ為メ出張中降⾬」
○明治⼆⼗七年 九⽉⼗四⽇ 晴 「夜柳島ノ⼋幡祭典ニ⾄リ翌前⼆時」、九⽉⼗五⽇ 晴⾬ 「鶴
嶺⼋幡ノ神楽ニ付取締ノ為メ⾄ル」、九⽉⼗七⽇ 晴曇「夜円蔵ノ神楽ニ⾄リ翌前⼆時帰宅」
○明治⼆⼗⼋年 九⽉⼗四⽇ 晴冷気強 「柳島ノ神楽ニ⾄リ后⼗⼆時帰宅」、九⽉⼗五⽇ 晴
「暮⽅ヨリ浜之郷⼋幡宮ニテ芝居興⾏ニ付、取締ノ為メ出張、俳優ニ事故アリ中途ニテ休
ミタリ」 九⽉⼗六⽇ 晴 「⼋幡宮社内へ芝居⾒物ノ為メ⾄ル、(中略)松尾ニモ社ノ祭ニ付
神楽アリタリ、芝居⾒物⼆千余、露天四⼗軒余、喧嘩⼆度」
○明治⼆⼗九年 九⽉⼗四⽇ 晴深夜⾬ 「柳島例祭神楽アルニ付夜ニ⼊リ取締ノ為出張、⼗
時頃戻リタリ」
（『明治の巡査⽇記』より該当箇所抜粋、下線部筆者）
明治期以降は「浜下り」神事が寒川神社を迎えた合同の「浜降祭」という祭祀形態に変
更を余儀なくされたが、しばらくの間鎌倉との「基層の対⽐」の「禊祓」の⽂化を維持す
るために円蔵神楽が奉納されていたと考えられる。（p.52 上段「『明治の巡査⽇記』より
該当箇所抜粋」参照）
⼋幡宮放⽣会の翌⽇九⽉⼗六⽇から⼗⼋⽇の間に祭礼を迎える神社は旧⼤庭御厨の神明
社（伊勢神宮）である。いずれも鶴嶺⼋幡宮の摂社で円蔵神楽との関係性が確認できる。
地理的に円蔵から⾚⽻根の周辺の茅ヶ崎北部丘陵地域には丹沢⼭系の伏流⽔が湧き出す
河川や⾕⼾が点在している。円蔵神明社と⾚⽻根神明社の付近を繋いで流れていた「神通
52

川」（「千の川」）が神官以外の⽴⼊と⼊漁を禁じた「神域」とされたように、伊勢神宮の五
⼗鈴川への神輿渡御に倣い、この付近が中世⼤庭御厨の禊場の名残りであると想定される。
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図１

神社所在地（『茅ヶ崎市史３民俗編』から転載）
τ9じ

1-2

南湖御霊会を中心とする神社分布とその祭祀形態

近年、茅ヶ崎海岸浜降祭は「海の日」に執行されるが、それまでは七月十五日である。
明治中期から戦後にかけてこの日に円蔵神楽が奉納されたのは南湖八雲神社（旧牛頭天王
社）である。
そこで、この地域の御霊信仰の中心となった南湖御霊会について詳しく考察してみよう。
茅ヶ崎海岸浜降祭の同日に茅ヶ崎市南湖地区四社では「御幣参り」と呼称される、もう
一つの「浜下り」神事がある。神事発祥は元禄年間とされ、七月十五日早朝の「浜降祭」
から帰ると、中町の八雲神社に各町内から二名ずつと中町町頭が加わり、総勢約二十名が
烏帽子、水干の白装束を着て、八雲神社にある御幣宮へ御霊を移し、これを担いで八雲神
社を出発、上町金比羅神社、鳥井戸の御霊神社、中町「くまじ」前の辻、下町住吉神社（八
53

大龍王社）(14)の順に立寄り、南湖浜で「禊祓」の神事を行い、夕方八雲神社へ宮入り後神
楽奉納があった。
この「御幣参り」の祭祀構造は、浜之郷の産土神が十羅刹女(住吉神社) (15)であるために、
古くは旧郷社鶴嶺八幡宮の神輿を南湖地区の氏子が中心となり河海への渡御を行っていた。
これは、毘沙門堂（御霊神社）に義経の霊を、十羅刹女堂（住吉神社）に義経従臣の霊を
祀る伝統的な村落祭祀の形態を反映する、浜之郷の八幡信仰と南湖の御霊信仰が習合した
「浜下り」神事の必然性を裏付けている。
この他にも、南湖八雲神社が鎌倉八雲神社と同様、天王山と呼ばれ牛頭天王を祀る御霊
信仰（祇園信仰）の本願地であること、南湖（鳥井戸）御霊神社は、鎌倉坂ノ下御霊神社
（権五郎神社）と同様に大庭景義が氏子神職であるなど、茅ヶ崎と鎌倉で、八雲神社、御
霊神社とそれぞれが牛頭天王、鎌倉権五郎景正などを祭神とする点において祭祀形態の「基
層の対比」と「禊祓」の必然性が存在する。従って、南湖地区だけの浜降祭「御幣参り」
が、かつてこの地域における最も重要な「禊祓」の年中行事となっていたと考えられる。
その結果、特に浜之郷・南湖地区では明治維新以降寒川神社を迎えての合同の「浜降祭」
という新しい祭祀形態とは相容れず、明治期以降争論が長く続いていた。それはこの地区
が鎌倉との「基層の対比」に象徴される「禊祓」の伝統文化を継承していたからである。
円蔵神楽は、南湖地区だけの浜降祭「御幣参り」がこの地域の重要な年中行事であるの
で、御霊信仰の本願地の八雲神社、御霊神社、住吉神社と併設する八大龍王社、金比羅神
社と全ての祭礼神事で奉納されていた。この地域の年中行事の中で八雲神社は春夏、八大
龍王社が秋冬とそれぞれ二回奉納されたことは、円蔵神楽の奉納と「浜下り」神事の相互
補完的役割を表している（表 2）。
表2

南湖地区だけの「浜下り」神事「御幣参り」参加の神社分布と祭祀形態

番号・神社名

所在地

氏子範囲

祭礼

祭祀形態

7 御霊神社

南湖

鳥井戸

二月一日

浜下り、神楽、芝居

6 住吉神社

南湖

南湖下町

三月三日

浜下り、神楽、芝居

6 八大龍王社

南湖

南湖下町

一月十一日・九月十一日

浜下り、神楽、芝居

5 八雲神社

南湖

南湖中町

三月十五日・七月十五日

浜下り、神楽、芝居

4 金比羅神社

南湖

南湖上町

四月十日

浜下り、神楽、芝居

＊「図１神社所在地」『茅ヶ崎市史３民俗編』（前掲書）、『南湖郷土誌』（茅ヶ崎市教育委員
会、1995）を参考に筆者作成
このように中世鎌倉に由緒のある鶴嶺八幡宮を中心とするこの地域の神社分布と祭祀形
態を概観すると、白井が指摘したように鶴岡八幡宮との「基層の対比」の上に、その民俗
信仰が八幡信仰と御霊信仰という二つの系統から歴史的に形成されたことが明らかである。
その中で特に注目すべきは、浜之郷・南湖地区の「浜下り」神事の神輿道がこの地域独
自の「神仏習合の世界観」を表していることである。浜之郷の鶴嶺八幡宮に合祀された佐
塚明神は元々本地の薬師如来を祀った薬師堂（別当常光院）であり、茅ヶ崎海岸浜降祭の
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根元社である。また南湖（鳥井戸）の毘沙門堂（南湖御霊神社）は南湖だけの浜降祭「御
幣参り」の中継地となって、十羅刹女社（住吉神社）へと神霊を運んでいる。十羅刹女社
は、八幡宮参道（若宮小路）東側の妙蓮寺が廃寺となり、南湖下町へ建立された住吉神社
の旧社である。
この寺社縁起から浜之郷・南湖地区の神輿道は、薬師堂（佐塚明神）→毘沙門堂（御霊
神社）→十羅刹女社（住吉神社）の順に南湖浜へと向かっている。
すなわち、この「浜下り」神事の伝統は、十羅刹女が石見神楽の演目『十羅』と謡曲『大
社』の例に見られるような、神仏習合の物語空間を演出し、近代以降も神代神楽の「円蔵
神楽」と「浜下り」神事の神輿担ぎ唄である〈茅ヶ崎甚句〉などの芸能と関連づけられた。
換言すれば、浜之郷・南湖地区では、鶴嶺八幡宮放生会、南湖だけの浜降祭「御幣参り」
の御霊神社など八幡信仰と御霊信仰に基づく「禊祓」の伝統文化が媒となり、相互補完的
に神代神楽や歌謡の物語空間を演出し、円蔵神楽の成立と存続の基盤となったのである。
2

円蔵神楽：その新たな正統性

2-1

相模流神代神楽の系譜

これまでの研究では、後北条氏の中世末期から東海道筋の古社で奉納されていた「幸若
舞」の伝統は源頼朝を崇拝した徳川家康の江戸転封の事情を鑑みれば、相模国総社六所明
神社社役の神事舞太夫の職掌における「曲舞」へと引き継がれていた。
『新編相模風土記稿』（昌平坂学問所、1841）には相模国の東海道筋の神事舞太夫の多く
が六所明神社役を兼任した記載がある。六所明神社社役には玉縄城（鎌倉）の後北条氏に
仕属した「越前幸若舞」大橋家と、社役頭に近世土御門家陰陽師「千寿万歳」萩原家が就
任し、近代まで引き継がれていた。
そのため、一般に「相州舞々」と呼ばれた神事舞太夫は、鎌倉期から室町末期に至り戦
乱で荒廃した鎌倉とその周辺の寺社の再建復興に関わり、
『寺社縁起』と関連づけて（源頼
朝の治世を「言祝ぐ」＜浜出＞など）近世以降も寺社の祭礼神事で「曲舞」を奉納した「舞
い手」であったと推測できる。
そこで相模流神代神楽の系譜について中世末期からその概略を整理してみたい。
「桐家古来譜」（笹野堅『幸若舞曲集

序説』第一書房、1943）によると大橋家は旧姓桑

原と称する「越前幸若舞」の出身である。その傍証となるのは、玉縄城主北条氏勝被官の
大橋治部左衛門が、小田原落城後も氏勝に従い下総岩富城、次いで氏重に請われ、下野冨
田城と近世初頭まで後北条氏領内での幸若舞々の官選免許を受けたことにある。
須田悦生は「大橋金太夫（政道）は氏重（遠江久野城）転封を機に慶長年間から元和に
掛けてのころ、故郷の小田原に帰り、そこで活動するようになったものと思われる」(16)と
考察している。
また、萩原家は、元禄八年(1695)に萩原兵大夫が（官許によって特定の寺社に参内し「曲
舞」を奉納した「千寿万歳之事」）土御門家陰陽師家職を得ていたが、寛政年間(1789-1801)
に萩原喜内が新たに神代神楽を始め、愛甲郡、高座郡、中郡を中心にその勢力を伸ばした。
ただし、江戸幕府支配下取締りとして萩原英之進に相模一円の配札権が下されたのは、
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安政六年(1859)のことである。萩原喜内から数えて五代目の神事舞太夫が、相模神代神楽
中興の祖と言われた萩原武雄である。明治十三(1880)年頃に高座郡円蔵村で小学校教師を
していた萩原徳治は武雄の実弟である。
円蔵神楽の高橋鯛五郎は十代の頃から徳治に弟子入りし、次いで愛甲神楽本家の武雄に
弟子入りした。従って、鯛五郎が愛甲神楽から継承した「曲舞」は、萩原家が専門とする
千寿万歳の「曲舞」に由来する。それは、千寿万歳が神楽奉納における筋書きに「自由裁
量」の余地があり、鯛五郎が後年独自の解釈で神代神楽と面芝居や歌舞伎に進出した背景
となった。
この件に関して、橋本鶴人は「愛甲村の萩原一族は、神事舞太夫と陰陽師が混在しなが
ら、共同して活動していたものと思われる」(17)、
「神楽に関する家職の規定が存在しない陰
陽師などの神職にとっては、神楽をどのように演ずるか、という点について自由裁量の余
地が大きかったのかもしれない。また、そのことは、幕末〜明治期において彼らが芝居や
歌舞伎などの大衆娯楽を演目に取り入れたり、車人形を演じたりして好評を博していたこ
とと無関係とは思われない」と裏付けている。
近世相模国神事舞太夫は、中世末期の後北条氏の拠点である玉縄（鎌倉）から小田原ま
での海道筋で生業とする民間占卜者（陰陽師）との間で争論、出入りが多かった。
近世前期から土御門家陰陽師を家職とした千寿萬歳の萩原家は、幕末の相模国神事舞太
夫頭補任で相模国総社六所明神社役となり、海道筋周辺の民間占卜者との統合を実施した。
これにより、愛甲神楽はその勢力を増大させ、愛弟子である鯛五郎の参画を可能にした。
また、近世神事舞太夫と陰陽師の兼職から「祓講」一統と言われた萩原家は神楽奉納の
前に「浜下り」神事がある茅ヶ崎市柳島河岸の厳島神社(18)、平塚市須賀の三島神社(19)の「浜
神楽」で海の安全と豊漁を祈願していた。後年、鯛五郎の円蔵神楽が新町厳島神社「浜下
り」神事の祭礼において茅ヶ崎海岸で「浜神楽」として「三番叟」を奉納した(20)のは、鯛
五郎が千寿万歳萩原家の「祓講」一統の継承者であることを証明している。
2-2

愛甲神楽を継承した円蔵神楽

明治九年(1876)大山阿夫利神社の祠官（後に三島神社宮司）となる権田直助（1809-1887）
は、明治新政府の内務省「神道事務分局」（神奈川県）の委嘱により、近世相模国神代神楽
の神楽師を対象に神楽師免許制度を始める。明治二十年(1887）頃に鯛五郎もこの免許状を
受けたとされている。これは、皇祖皇宗の国家神道化を進める明治政府が神代神楽の神話
的世界観に見られる自由な表現活動を検閲するための試験制度であり、その試験方法は、
実技免除として、神道と古代史の知識に関するものであった。鯛五郎は免許を受けると地
元である円蔵神明社を本拠とする「円蔵神楽」の神楽協会社長として独自の道を歩み始め
ることになる。
円蔵神楽が相模国神代神楽の中でも異色な点は、歌舞伎、面芝居を能くしたことの他に、
旧相模国神事舞太夫の曲舞(幸若舞)の伝統の継承とその刷新にあった。
鯛五郎の師匠萩原家は中世後期の高座郡円蔵村の郷士名、字名（『旧検地帳所載ノ字』）
などでも確認できるので、高座郡に隣接する愛甲郡の萩原本家との繋がりが想定される。
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少なくとも、茅ヶ崎海岸地区とその周辺の愛甲神楽の旦那場が円蔵神楽に継承されたの
は、中世より続く寺社祭礼を中心とする旧相模国の地縁社会の繋がりと無関係ではない。
近世から近代にかけて鶴嶺八幡宮放生会や南湖御霊会の祭礼に「浜下り」神事と神代神
楽を奉納する本願地では、神代神楽の他に平曲語りの琵琶法師、説教源氏節等「語りもの」
の芸能集団がこの地域の祭礼神事に関係していた。言い換えると、これらの芸能民は中世
鎌倉に繋がるこの地域の民俗芸能を八幡信仰と御霊信仰という文化基盤から展開していた
のである。
例えば、茅ヶ崎の南湖御霊神社(毘沙門堂)から海に向かう神輿道は、南湖下町の住吉神
社(八大龍王社)の神域に続いている。八大龍王社は、源実朝が旧相模川河畔周辺を訪れた
際に詠んだとされる歌にある、茅ヶ崎海岸浜降祭の「浜下り」神事の祭神「八大龍王」を
祀っている。そのため、毘沙門堂、八大龍王社は、八幡信仰、御霊信仰と関わりが深く、
南湖地区の浜降祭「御幣参り」は、中世鎌倉に繋がる「浜下り」神事を彷彿させる。
江戸後期の歌人香川景樹『中空日記』には「茅か崎より南郷に出るに、わかき琵琶ほう
しの人にひきたすけられて、かとかとに立てうたふをきけは、大はらへの神ほきに、ふも
んほんをよみましへて、ひきならすめり、声はあはれにてさすかにかなし」とある。
この若き琵琶法師が大祓の門付に普門品（観音経）を読みながら琵琶を弾き鳴らしてい
たのは多分この辺りに違いない。また、「大はらへの神ほきに」とあるのは年の瀬の「大
祓」と確認できるが、中世鎌倉と比定される八幡信仰、御霊信仰を文化基盤に持つこの地
域では水無月払いの「大祓」にも同様の芸能が演じられたと考えられる。
千寿万歳についても同様で「『新猿楽記』を見ると、千寿万歳の酒寿などという言葉が出
てくる。酒にちなんだ祝い言葉を千寿万歳法師が歌っていたことが知られる。千寿万歳を
述べるのは、正月にかぎったことではなかったのではなかろうか」(21)と後藤は指摘する。
つまり、千秋万歳唄〈浜出〉が鶴岡八幡宮と関わりのある鎌倉周辺の寺社などで歌われ
ていたと想定されるように、千寿万歳の舞もまた本来は「言祝ぎ」の舞として、年の瀬の
「大祓」や正月の他にも、周辺の寺社祭礼の神楽奉納に関わったと考えた方が自然である。
これは、近世から近代にかけて「千寿万歳」が「幸若舞」と統合し固定化される過程で
「浜下り」神事を戯曲化した〈浜出〉の鎌倉、江ノ島の風景を褒める祝言的性格が、近世
参勤交代などの地方伝播により「鎌倉」を離れ、舞い手の「記憶風景」との乖離から次第
に衰退する典型の一つと考えられる。それは、非言語の演繹的芸能である神代神楽や盲僧
琵琶の平曲語り、そしてこの地域の「浜下り」神事における〈茅ヶ崎甚句〉の「記憶風景」
に見られるような、演繹的な民俗芸能が衰退する公式を表している。
「千寿万歳」と幸若舞曲＜浜出＞の関わりについて室木弥太郎は「鶴岡八幡宮に関係の
深い相州の舞々、殊にその社役を勤めた鶴若の創作ではなかろうか」(22)と指摘している。
しかし、鶴若は、前述の鶴岡八幡宮再建に関わる（猿楽・あるき巫子など）雑芸者から
「獅子頭を造る」役銭の取立ての社役である点で、役不足と言える。むしろ、「相州舞々」
の中でも大橋家、萩原家のように、出自において鎌倉だけでなく、「中世語りもの文芸」の
素養のある京都や鎮西（九州）と関わりのある「相州舞々」の創作と考えられる。
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この事例は、近世萩原家の旦那場と考えられる、湘南海岸地区を近代前期に高橋鯛五郎
が継承する過程に付帯する「語りもの」周辺の状況を物語っている。神代神楽は「語りも
の」ではないが、「語りもの」の性質と同等、もしくは同質の「記憶風景」なしには成立し
ない。なぜならば、神代神楽の物語空間には「受け手の筋書き」と神楽師の「送り手の筋
書き」が共有する「記憶風景」が必要なのである。
2-3

円蔵神楽の組織とその神事芸能

鯛五郎の証言(23)によると、円蔵神楽全盛期の明治中期から昭和十年頃にかけては、師弟
関係の組織運営が成り立っていたが、興行数が激減した鯛五郎の晩年の昭和二十八年
(1953)頃には、八名の小組織となっていた。内訳は、高橋鯛五郎・勝蔵父子の他に（茅ヶ
崎市）小出村下寺尾の二名、中郡二宮町に二名、平塚市新宿に二名の、合わせて八名であ
る。そのため、奉納する神社氏子の予算上、もしくは時間的制約による番組構成上の要望
から、通常の神楽興行では、巫女舞を略する代りに、脚色が細かく劇的になり、神武東征
から三韓征伐にまで及んだ。
明治二十年(1887)に円蔵神楽の高橋鯛五郎が愛甲神楽の萩原家から継承した神代神楽の
旦那場は、現在の茅ヶ崎市浜之郷・南湖とその周辺の湘南海岸地区である。特に（南湖）
鳥井戸、下町屋と字名が残っているこの地区は、明治三十年の東海道線茅ヶ崎駅設置まで
鶴嶺八幡宮の門前町として賑わった南湖立場を中心とする東海道筋に位置している。
鎌倉（江戸）と京都を結ぶ海道筋である浜之郷・南湖地区は、愛甲神楽のような「相州
舞々」（幸若舞）系統の梓巫女（市子）、説経源氏節語り(24)などの様々な芸能民が寺社祭礼
において八幡信仰・御霊信仰の伝播者として触れ歩いていた。彼らは鶴嶺八幡宮、南湖御
霊神社などの寺社縁起が平曲語りなどの芸能に関連づけられた八幡信仰・御霊信仰である
ことを熟知していたはずである。このことは、鯛五郎が円蔵神楽の神楽師元締めとしてだ
けでなく、浜之郷・南湖地区(25)の興行主として適任であることを裏付けている。
3

円蔵神楽「禊祓」の舞

3-1

曲舞と巫女舞が接合する円蔵神楽の特性

円蔵神楽には、他の旧相模国神代神楽にはない、
「巫女舞」と「曲舞」が接合する「禊祓」
の舞という特徴がある。この特徴は、この地域特有の「禊祓」の伝統文化だけでなく、愛
甲神楽から引き継いだこの地区の芸能民を統括した組織運営上の理由が反映している。
また、
「神代神楽には必ず舞の字がついているが、人皇の代には舞の字はつけない」と言
われている。それは、
「舞はすべてお目出度い時に舞うものである」という鯛五郎の証言に
よると、愛甲神楽の「千寿万歳」の伝統から「曲舞」の要素を受け継いだのである。
この「曲舞」の要素は鯛五郎が「相風の舞」と呼んだ「連舞（ツレマイ）」、「相舞（アイ
マイ）」のことで、この地域における「相州舞々」（近世幸若舞）の典型とされている。
桑山論文(26)において鯛五郎は「この舞は二人揃って舞い、その特徴は二人が円の直径の
両端で常に同じ所作を演ずる。採物は鈴と扇で必ず右手に鈴を左手に扇を持って二人が相
向き合って舞う。二人が接近して扇子を合わすのを扇合わせ、鈴を合わすのを鈴合わせと
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称する。夫婦の契りが出来る時とか喧嘩口論の仲直りが出来た時とかの目出度い時に舞う
のである。この舞は「天浮橋の舞」（伊邪那岐伊邪那美命）でも演ずる」と証言している。
従って円蔵神楽は次の二十五座を数えるが、実際は巫女舞が一曲ごとに繰り返されるの
で、曲目数は全部で十四曲（天返矢ノ舞「海幸山幸神話」前半・後半の二座構成）となる。
また、巫女舞を繰り返す円蔵神楽の特性は、大庭御厨「市子舞」、「静の舞」という中世鎌
倉に繋がるこの地域独特の祭礼神事の伝統文化に根ざしている。
一、奉幣の舞（二、巫女舞）三、伊邪那岐命ノ舞（四、巫女舞）五、伊邪那美命ノ舞
（六、巫女舞）七、阿波岐原ノ舞（八、巫女舞）九、天岩屋戸ノ舞（十、巫女舞）
十一、天置戸ノ舞（十二、巫女舞）十三、肥河上ノ舞（十四、巫女舞）十五、勘当許シノ
舞
（十六、巫女舞）十七、評定ノ舞（十八、巫女舞）十九、天菩比ノ舞（二十、巫女舞）
二十一、天返矢ノ舞（二十二、巫女舞）二十三、三神和合ノ舞（二十四、巫女舞）
二十五、高千穂ノ舞。
3-2

円蔵神楽「巫女舞」の要素

「巫女舞」は本来天宇受売命が鐸をつけた矛をもち天岩戸の前で歌舞をしたものと伝え
られ、巫女が鈴を採り舞うのが起源である（「巫女舞」『日本民俗大辞典下巻』p.602）とさ
れている。
その一方で、
「巫女舞」は明治維新以降その多くは、佐太新能に見られる出雲系の神代神
楽のように「巫女に代わり神楽男が姫面をつけ、女装をして舞うようになった」
（『前掲書』）
と言われている。相模国の巫女舞を概観すると、権田直助が春日神社「巫女舞」から明治
初頭に導入した相州大山阿夫利神社の「八乙女の舞」や、鶴岡八幡宮の「白拍子舞」など
がある。しかしそれらは微妙に異なるようである。恐らく、円蔵神楽の「巫女舞」は、土
御門家陰陽師出身の愛甲神楽の萩原家の家職規定にあるように、基本的には神楽師の妻か
娘、またはその親戚筋の女子が勤めたと考えられる。
円蔵神楽では鶴岡八幡宮例祭の神代神楽奉納(27)のような本式に二十五座を執行する場合
は「巫女舞」が一曲目終わる毎に順次繰り返される。
「巫女舞」は始めに舞台中央前の机上に榊、幣、白米を用意して置き、神を召集する。
舞い手の乙女は面をつけずに独りで舞い、神前にぬかずき厳粛に行う。必ず右手の鈴を高
く鳴らし舞台中央を後ろに引き遣り繰って太鼓、笛、銅拍子の囃子に合わせて舞う。
円蔵神楽「巫女舞」の要素には、おもに次の三つがあげられる。
「刀の舞（片刃の意）」は右手に鈴、左手に刀を持って舞う独舞である。舞い手は、頭が
床につくほどの丁寧な敬礼をなして、鈴を振りつつ舞い始める。この「刀の舞」は「巫女
舞」には必ず演じられる要素である。
「榊の舞」は、左手に榊、右手に鈴を持って舞う。
「幣束の舞」は「巫女舞」のみに演じる要素で清め祓いの舞である。左手に御幣、右手
に鈴を採って舞う。
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3-3

円蔵神楽「曲舞」の要素

「天浮橋の舞」（三、伊邪那岐命ノ舞／五、伊邪那美命ノ舞）は伊邪那岐、伊邪那美の二
柱の神が夫婦の契りを結ぶ「曲舞」である。女神は産屋に入るが、待つ間もどかしく男神
は約束を違え産屋をのぞき見する。女神は驚きと恥じらいに狂気のごとく怒り、逃げる男
神を追いかける。追い詰められた男神は途中で久那土の神に救いを求め、その力で大石を
道ふさぎにおいて追手から免れる。そこでこの石を道返（ちがえし）の大神と名づけて祭
る筋書きである。
「勘当許の舞」（十五、勘当許シノ舞）も「曲舞」である。円蔵神楽では肥河上の舞（十
三、肥河上ノ舞）に続く物語展開の後半部となっている。櫛名田（稲田）姫を助けた須佐
之男命は勘当の許しを乞いに大神を訪れる。そしてついに大蛇退治と宝刀献上の功により
勘当が許される。命は姫と「夫婦の契り」を結び、その目出度さから大神と命は「相風の
舞」を舞う。
「桜見物の舞」は円蔵神楽では大山津見命と木花佐久夜毘売の結婚の筋書きから「曲舞」
である。ながやのかささの岬は今、桜の花盛りとなり花見客で賑わう。大山津見命の家来
が警備しているところへ、邇邇芸命の家来が「桜の枝折る可からず」と立札を立てるので
縄張り争いとなる。そこへ大山津見の娘木花佐久夜毘売と、邇邇芸命が来合わせて「仲直
り」をさせる。
「交易の舞」は円蔵神楽では、火照命と日遠命の兄弟による「幸替え」の場面での「曲
舞」である。ある日火照命（海幸）と日遠命（山幸）の兄弟はいつもの道具（釣針と弓矢）
を互いに取り違えて、兄は山へ、弟は海に出かける。弟は海幸が何も取れないばかりか兄
から借りた釣針を失くしてしまう。釣針を失ったことを知った兄は大いに怒り、弟に釣竿
を投げつける。弟は海神に尋ねるために海路はるか竜宮へと出発する。いわゆる「海幸山
幸神話」の前半部である。火照命（海幸彦）の末裔は、南九州の阿多・大隅に移住した「隼
人」と比定されている。これは広く「浦島太郎伝説」の起源である。一般によく知られた
伝説であるが、円蔵神楽が神事芸能として奉納する場合、柳島海岸厳島神社、新町厳島神
社の弁財天信仰並びに八大龍王信仰などに関連づけられている。
「竜宮の舞」もまた円蔵神楽では「海幸山幸神話」の前半部同様に、火照命と日遠命に
よる「曲舞」が展開する。前述の「海幸山幸神話」の後半部である。円蔵神楽では日遠命
（山幸彦）は海神から兄の釣針を返されるときに、その釣針から漁獲霊能を除去する「貧
鉤」などの呪詛の方法などを教え、海神の掌水力で日遠命（山幸彦）を支援することを約
束する場面が中心となっている。この場合「幸（さち）」とは漁撈・狩猟における呪的霊能
を意味し、海彦・山彦が霊能ある道具〈幸鉤・幸弓〉を用いることで物語が成立する。
「高千穂の舞」もまた円蔵神楽では「曲舞」である。高千穂峰で守備している国津神の
猿田彦命のところへ天孫彦番能邇邇芸命が十三人の供を連れて現れる。これより先を露払
いの天宇受売命が進んでゆくと猿田彦がこれを遮り小競り合いとなる。猿田彦はすでに三
年間も天孫降臨を待ち受けたことを告げ、これから先の道案内をつとめることを約束する。
そこで天孫は猿田彦に宇受売を妻として与えると、両人はめでたく「相風の舞」を舞う。
記紀神話以前の猿田彦の本来の神格は、伊勢地方の海人の漁撈神、海神、海辺の神、太陽

60

神などの説があり一様ではないが、旧大庭御厨の寺社を中心とした円蔵神楽の神事芸能と
しての正統性から伊勢の地との関係性が想起される演出である。
4

まとめ

このように「巫女舞」と「曲舞」が接合するこの地域独特の神代神楽を築き上げた円蔵
神楽は、「禊祓」の伝統文化を媒として、湘南海岸地域を中心に「浜下り」神事から始まる
寺社祭礼との対応関係が構造的に成立していた。
しかし、鶴嶺八幡宮放生会、南湖御霊会の民俗信仰を継承した浜之郷・南湖地区の「浜
下り」神事の神輿道は、交通規制からトラック輸送に変更し、現在では使用されていない。
そのため、この地域の神輿の担ぎ手たちの共感覚に差異が生じ、その祭祀形態も大きく異
なっている。
例えば、茅ヶ崎海岸「浜降祭」の神輿渡御の担ぎ手は、現在では神輿担ぎ唄の〈茅ヶ崎
甚句〉が歌えないなど、集落単位では成り立たず、統一甚句の〈茅ヶ崎甚句〉がスピーカ
ー再生され、担ぎ手の動員も互助会である茅ヶ崎・寒川地区の広域連合組織によって運営
されている。
〈茅ヶ崎甚句〉の音楽特性は、筆者が歌われる物語空間の「浮遊性」(28)と定義したもの
であり、先学による口頭伝承（オーラルフォーミュラ）説と呼ばれ、〈茅ヶ崎甚句〉におい
てもその多くの詞章（ヴァリアント）が記録に残されている。
〈茅ヶ崎甚句〉の詞章内容は、
「禊祓」の伝統文化を媒に記憶風景を共有する集落単位の
「浜下り」神事の神輿担ぎ唄であり、即興性、掛け合い歌の性格の歌唱行動に特徴がある。
円蔵神楽がこの地域特有の伝統文化と関連した物語の演出で再構成されている点から、
この「浮遊性」の理論は、「浜下り」神事の記憶風景と接点があるので、円蔵神楽における
物語空間にも機能していたはずである。なぜならば、円蔵神楽は「禊祓」との関係性から
「セリフ」なしの非言語テクストの状況で、まるで現在の「ボリウッド」映画のように、
神楽囃子に合わせて舞い手の意味内容を類推し、理解する演繹的黙劇の神事芸能として、
この地域の構成員の間で機能し、認知されていたからである。
円蔵神楽が湘南海岸一帯に伝承された「禊祓」の伝統文化を媒に、この地域における陰
陽師・神事舞太夫の民俗芸能を継承できたのは、
「巫女舞」を繰り返す演出の特徴だけでな
く、「曲舞」で表現される猿田彦、海彦山彦伝説の物語空間が支持されていたからである。
従って、円蔵神楽は、鶴嶺八幡宮放生会、南湖御霊会「御幣参り」など、この地域の村
落祭祀の場において、「浜下り」神事との相互補完的役割を担っていたのである。
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注
(1) 「神事舞太夫は、古くから神社に仕属した巫職、社人で、彼らは神主ではない。二、
三の神社に兼務する人たちもいた。総じて巫女職は彼らの妻、娘の職能であり、その
場合彼らは巫楽（囃子）を奏した。その家統を“市子”（イチコ）“巫筋”（ミスジ）
と呼んで神に奉仕する聖職と考えていた。後世神楽が衰微して、生活の豊かでない人
が、生業を兼ねて演じたものとは、職能意識において格段の差があった。彼らは庶民
のおよびがたい上位の階層と自らを任じて、神に奉仕していた。」厚木市史編纂委員
会編『厚木近世史話』（厚木市、1972）p.161.
(2) 「陰陽師は平安時代中国伝来の陰陽五行説を基盤とする陰陽道を司り、占術・吉凶判
断・呪術祭祀などを行う者である。江戸時代には安倍氏の後裔の土御門家は、陰陽道
を土御門神道と称して、朝廷・幕府公許のもとに諸国の民間卜占・宗教者に陰陽師の
免許を与えて統括した。」厚木市教育委員会編『厚木市史 民俗編⑵』（厚木市、1997）
p.545.
(3) 「近世、相模・武蔵の神代神楽は里（郷）神楽と呼ばれ出雲流神楽の流れを汲み、そ
の源流は埼玉県の鷺宮（久喜市）に発生した土師一流催馬楽神楽や大國魂神社（東京
都府中市）の神楽舞などにあると考えられている。浅草の神事舞太夫配下の神事舞職
により祭礼の神にぎわいとして各地の神社にて演じられていた。」『前掲書』p.544.
(4) 祭式の一部である河海への神輿渡御を伴う神事「ハマオリ・ハマクダリ」を「浜下り」
と表記する。祭式の一部であるが、氏子神職による浜垢離（ハマコリ）は河海への神
輿渡御を伴う神事ではないので、この分類とは区別し、必要に応じて注釈を加える。
また、河海への神輿渡御を伴うが、近・現代成立の郡市全域規模の祭式を「浜降祭（ハ
マオリサイ）」と表記する。
(5) 「六月晦日の大祓えは、茅の輪くぐりや人形流しなどにより、古い脱け殻を取り去り
新たな誕生を迎えるための行事であり、水の洗浄力による時空の更新がめだつ。この
日、人とともに牛馬を川や海に連れて行き、水辺で一日中遊ばせる習俗が各地であっ
た。」近藤直也『日本民俗大辞典 上』（吉川弘文館、1999）p.237. 特に、この地域は
高座郡衙（茅ヶ崎市下寺尾地区周辺）の存在が明らかになり、国指定の史跡に登録さ
れた。付近には「禊祓」の祭祀場も確認されている。『吾妻鏡』には源実朝、島津忠
久など幕府要人参列のもと旧相模川河畔（現在の茅ヶ崎市域周辺）で六字河臨法（船
からの人形流し）の法要の記録もある。さらに相模川支流の間門川（駒寄川）には『河
童徳利』
（江ノ島からの帰りに馬を川に連れて行き水浴びさせる）の伝説がある。
「茅
ヶ崎に、古くからうたわれたお盆のうたがある。大山街道に名所がござる／一にさぎ
茶屋／二にどんど塚／三に富士塚／四にかっぱどっくり／かっぱの在所は間門川／
間門川／

むかし、間門川に夫婦のかっぱがすんでおったと。ところがどうしたわ

けか、夫婦は別れて暮らすようになり、女房は鎌倉にすみ、亭主は間門川で暮らして
いたが、それでもたがいに手紙のやりとりはしておったと。ひとり暮らしになったた
めか、亭主かっぱは、きゅうり畑は荒らすし、ときには、村の子どもを川へ引きずり
こむの悪さをして、村人をこまらせておった。（『かっぱどっくり』の冒頭部）」神奈
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川県教育庁文化財保護課編『かながわのむかしばなし五〇選』
（神奈川合同出版、1983）
pp.81-82. いずれにせよ、中世大庭御厨の牧の存在が指摘されているこの地域では中
世鎌倉と比定する河海への「禊祓」の基層文化の構造が明らかになっている。
(6) 「折口信夫によれば、タナバタとは「棚機つ女」であり、水辺のかけづくりの棚で機
を織りながら水神の訪れを待つ乙女というのがその意味であるという。七夕とは本来、
乙女と水神の聖婚をモチーフとする古代祭儀であったと考えられる。（中略）こうし
てみると、さまざまな七夕の水をめぐる伝承が、盆の準備段階の禊に由来するという
のは二次的なものであり、本来、正月の若水に対応する行事、生命の水、蘇りの水の
表象に基づく行事が存在していた可能性を考慮する必要がある。」吉成直樹『日本民
俗大辞典 下』（吉川弘文館、1999）p.51. 大磯町の「七夕」は、照ヶ崎海岸への神輿
渡御を伴う「浜下り」神事で、「禊祓」の古態の一つとして伝えられている。
(7) 放生会とは「肉食を禁じた仏教思想に基づき、仁愛を示すものとして国家の主導のも
とに魚や鳥を解き放って生を全うさせる仏教儀礼。
（中略）特に八幡信仰と習合して、
七二〇年（養老四）宇佐大神の託宣により放生が行われ、山城国の石清水八幡宮では
八六三年（貞観五）より毎年八月十五日に行われ、九四八年（天暦二）勅祭となり、
九七四年（天延二）に節会に準じた。中世になると、淀川・宇治川・琵琶湖をはじめ
諸国の河川で、放生と殺生禁断が行われた。石清水八幡宮では一四八三年（文明十五）
に中絶したが、一六七九年（延宝七）に再興、一八六八年（明治元）以降は、新暦九
月十五日に石清水祭と名称を変更して行われている。」西口順子『前掲書』p.530. 茅
ヶ崎市域では天平年間の放生木簡も複数出土している。
(8) 御霊信仰とは「不慮の災難で非業の死を遂げたり、生前の遺恨を晴らせぬまま憤死す
るなどして祟りをなす死者の霊を御霊といい、それを鎮めまつることでその霊威にあ
やかるなど御霊をめぐる信仰。御霊の初出文献は『日本三代実録』とされ、八六三年
（貞観五）五月二十日条に、空海が祈雨の法を修したと伝えられる京都市神泉苑で、
御霊会が開かれたとある。（中略）御霊会は、その鎮魂をはかるための回向法楽の法
会であった。同様に、疫病の流行を牛頭天王の祟りが原因として、それをまつり、怒
りを慰めるために催されたのが、京都八坂神社の祇園御霊会であった。しかし、御霊
は概して、不幸な死に方をしたまま充分に慰霊・供養を施されていない死者の霊をさ
すといえる。それも、単に怨霊であるというだけでなく、社会的影響力を持つ権力者
や指導者が憤死した場合に、その死が関係者の病気や死と結びつけられたり、地震・
落雷・疫病などの厄災と関連づけられたりして語られたときに、怨霊は御霊視され、
御霊信仰が形成されやすい。そこで、御霊会のような慰撫・鎮静の法会が開かれたの
である。やがて御霊は、こうして儀礼的に慰めるだけでなく、祭神としてまつられる
ようになる。神泉苑の御霊会で鎮めの対象となった六所御霊、あるいはそれに吉備真
備や菅原道真を加えた八所御霊をまつる神社は、全国的に見られる。」長谷部八朗『前
掲書』p.655. 従って南湖御霊会とは、鎌倉権五郎景正、源義経を祭神とする南湖御
霊神社（毘沙門堂）と牛頭天王を祭神とする八雲神社の習合した茅ヶ崎市南湖地区独
自の御霊会である。南湖地区が近世相模国総社六所神社社役頭の愛甲神楽萩原家の旦
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那場であることを鑑みると、円蔵神楽がそれを継承したことには必然性がある。
(9) 「禊と祓は別の儀礼であったが、両者は一連の行為観念であることから次第に接近し
て、平安時代以降は混同されるようになった」山折哲雄ほか２名編『日本民俗宗教辞
典』p.468. 茅ヶ崎海岸浜降祭の「禊祓」とは、旧暦６月晦日の大祓である夏越祓・
水無月祓を示す。ただし、鶴嶺八幡宮別当寺の『勝福寺縁起』が佐塚明神の旧暦六月
二十九日蒙古襲来戦勝祈願の浜祈祷を示す「禊祓」との対立がある。
(10)円蔵神明社の拝殿には明治二十四年二月十一日の日付のある円蔵神楽奉納を描いた
扁額がある。「円蔵神楽
岡太市

柿沢吉五郎

神楽教会所社長

沼上百松

高橋鯛五郎

鈴木徳次郎

亀井春吉

萩原安五郎

有和和義

片

川崎藤次」と記名され、当

時すでに「円蔵神楽」と呼称されていた。さらに、萩原安五郎、柿沢吉五郎は愛甲神
楽、片岡太市は鯛五郎の相方となる茅ヶ崎出身の平塚八幡宮氏子総代である。有和は
不明であるが、沼上、鈴木、亀井は円蔵地区周辺に多い名字である。川崎藤次は平塚
新宿の獅子舞頭とされた神事舞太夫の鶴若孫藤次の「藤次」の諱を名乗っている。
「鶴
岡八幡宮の造営費の募金は、同社の支配にあった獅子舞師が、中郡・東郡の相模の郷
村をまわって、一軒につき二銭ずつ集めた。これは郷村における八幡信仰を利用した
ものであり、獅子舞師は、北条家をたたえ八幡宮が完成していくようすを伝えたこと
であろう。」中丸和伯『神奈川県の歴史』（山川出版社、1974）p.119.
(11)白井永二『神奈川県百科辞典』（大和書房、1983）p.589.
(12)「宵闇迫る頃ともなると提灯の灯色も濃くなり、太鼓が鳴り神楽殿では三番叟が始ま
る。面を着けた神代劇の、笛や小鼓の調べが夜風に流れてくる。観衆は茣蓙や筵に座
って、うっとりと余興を堪能するのである。」能條憲夫「奉仕神社について（昭和二
十年代頃の随筆）」
『かむな川

神奈川県神社庁50年史』
（神奈川県神社庁、1998）p.141.

(13)『明治の巡査日記−石上憲定「自渉録」』（茅ヶ崎市、1997）
(14)八大龍王社は南湖住吉神社境内地の南西側に並んで立っている。祭礼が七月十五日の
「御幣参り」を含め年三回になり、現在でもこの地域では茅ヶ崎海岸浜降祭において、
八大龍王社が南湖地区で信仰の中心として最重要視されている。その意味において鎌
倉八大龍王社（七里ヶ浜）の「七瀬の祓（禊）」と祭祀構造の共通性が想定される。
(15)十羅刹女堂（鬼子母神）は南湖住吉神社の旧社であり、鶴嶺八幡宮参道（若宮小路）
東側の浜之郷の廃寺「妙蓮寺」である。この点においても鎌倉大町「妙本寺」との比
定が確認できる。「南湖十羅刹ニ、義経公ノ従臣ノ死霊ヲ祭ル。南湖中ニ於ケル最古
ノ神社ニシテ、俗に当郷ノ鎮守生神ト云フ、尚ホ当社ハ古シ浜之郷妙蓮寺ニアリシカ、
同時廃頽ノ折リ南湖ニ移リタルモノニシテ（以下略）」茅ヶ崎郷土会編『郷土茅ヶ崎
上巻』（茅ヶ崎市教育委員会、1973）p.119.
(16)須田悦生『幸若舞の展開−芸能伝承の諸相−』（三弥井書店、2018）
(17)橋本鶴人「近世相州の神事舞太夫と神楽師集団の動向−愛甲村萩原家・祓講を中心に−」
『民俗芸能研究第36号』（民俗芸能学会、2004）p.35.
(18)茅ヶ崎市文化資料館編『柳島生活誌』（茅ヶ崎市教育委員会、1979）p.161.
(19)黒田六郎編『神奈川県文化財調査報告第二十一集』
（神奈川県教育庁社会教育課、1954）
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p.302.
(20)三番叟は三番目に出る翁のことで三番猿楽と呼ばれた祝福の舞（千寿万歳）である。
円蔵神楽では、神代神楽とは別の演目として、開演を知らせる冒頭に奉納されていた。
「人形の三番叟はえびす顔をして浜の人たちの信仰を集めたが、これが舞台芸となっ
ても、開幕前に必ず舞わされる。
（中略）舞が美しく心地よく、愛嬌もある三番叟が、
庶民に親しまれ、愛され、進行されてきたのもけだし当然であろう」本田安次「三番
叟いろいろ」『日本音楽叢書七

民俗芸能［一］』（音楽之友社、1990）p.79.「（浜降

祭の日に）海岸へ舞台を組んで太意（ママ）さんのお神楽をやった時です。最初の事
で萬事馴れない為に三番叟を踏んだ時に、舞台の前の木組が崩れかけたのを、カクと
いうシゴトシが飛び出して押さえましたが、気がきいていて嬉しかった」齋藤昌三編
「古老に訊く茅ヶ崎の昔と今【十三】伊澤吉五郎翁の話（二）」
『明朗の茅ケ崎（新聞）
昭和十五年十二月十五日（四）』（明朗の茅ケ崎社、1940）
(21)後藤俶「万歳と春駒」西角井正大編『日本音楽叢書七

民俗芸能［一］』
（音楽之友社、

1990）p.88.
(22)室木弥太郎「舞と説教の成立の基盤について」『文学 第三十五巻

第十号』（岩波書

店、1967）p.24.
(23)盛山盛隆『巷間神楽の実態調査−茅ヶ崎市円蔵の神代神楽元締高橋鯛五郎氏−』（永昌
寺、1953）
(24)明治三十二年（1899）三月十七日から二十日までの四日間、南湖で（説教）源氏節の
連続興行が行われた。（『明治の巡査日記』）
(25)明治三十年一月十九日の条には「南湖ノ高橋鯛五郎ノ処」とあり、鯛五郎はすでに南
湖地区の興行に関わり一家を成していた。（『同前掲書』）
(26)盛山盛隆『前掲書23』p.24.
(27)昭和二十三年（1948）九月十六日の条「例大祭奉納神代神楽あり、」
〔例祭に関する綴〕
『鶴岡八幡宮年表』
（鶴岡八幡宮、1996）これに関して飯塚友一郎は「たしか、戦後、
鎌倉八幡宮の祭礼に、鯛五郎が神代神楽二十五座を執行した時の写真がのこっている
が、これが多分、最後の本格的神代神楽の名ごりだつたであろう。その時の神楽師の
人数が二十、二日がかりであった。「神楽師鯛五郎始末記（二）」芸能学会編『芸能６
（２）』（芸能学会、1964）
(28)注 第三章(3)前掲書
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終章

おわりに

この章では、第一章から第四章までの「ふりかえり」を行うことで、各論における研究
課題の要点から論証できたことを整理し、歌われる物語空間の「浮遊性」とは何を示して
いるのかについて、明らかにすることで、本研究のまとめとしたい。
本研究の目的は、序章において述べたように、茅ヶ崎海岸「浜下り」神事における神輿
担ぎ唄〈茅ヶ崎甚句〉と、宵宮神事で奉納された神代神楽「円蔵神楽」に見られる、この
地域特有の伝統文化継承の観点から、地域住民が「禊祓」の文化基盤を媒として音楽や芸
能の送り手と受け手の間で展開する「浮遊性」の実態を解明することである。
第一章は、「浮遊性」の定義と「間テクスト性」など関連学術用語の説明を、民俗学、音
楽学、音楽教育学の先行研究の課題から検討を加えることで、
「浮遊性」の実態には人間行
動としての側面があることを強調し、「浜下り」神事、神輿担ぎ唄〈茅ヶ崎甚句〉、そして
神代神楽「円蔵神楽」に見られる「浮遊する」概念を解明するためには、人間行動の相互
補完的作用として、この「浮遊性」が横断的に機能していることを論証した。
そのため、第二章の〈茅ヶ崎甚句〉、第三章の幸若舞曲〈浜出〉、第四章の「円蔵神楽」
の各事例においても、この「浮遊性」の論証を行う意義があることを主張した。
第二章は、具体的に、近代成立と考えられる茅ヶ崎海岸浜降祭の神輿担ぎ唄〈茅ヶ崎甚
句〉の事例研究から、神輿の担ぎ手である氏子とその地域の共同体の人々の頭の中に口頭
常套句が「浮遊する」特性を歌われる物語空間の「浮遊性」と定義し、「中世語りもの」
芸能との関係性などに見られる様々な観点からその音楽特性を中心に論証した。
第一節では、茅ヶ崎海岸浜降祭と〈茅ヶ崎甚句〉の関係性の概要を論述している。その
上で、第二節では、『神奈川県緊急民謡調査』にある〈茅ヶ崎甚句〉の伝承地として記録さ
れている、茅ヶ崎市南湖の〈南湖（下町）甚句〉と茅ヶ崎市赤羽根の〈上赤羽根甚句〉の
二つの事例を比較検証することで、それらの詞章には「平曲」の類型旋律や「連歌」の様
式などに見られる特性が示されていることを論証した。次いで第三節では、〈茅ヶ崎甚句〉
の伝統様式における潜在的な法則性について解明できた。そこで、第四節は、この観点か
ら〈茅ヶ崎甚句〉と映画『茅ヶ崎物語』の主題歌である桑田佳祐の〈MY LITTLE HOMETOWN〉
との関係性から考察し、
〈茅ヶ崎甚句〉の伝統様式における潜在的な法則性である、即興的
音楽パフォーマンスに見られる、個人と集団のテクストの機動的な読み取りとその表現の
特性である「浮遊性」についてまとめた。
第三章は、湘南海岸地域に多く見られる伝統的な祭祀形態である「浜下り」神事と茅ヶ
崎海岸浜降祭の神輿担ぎ歌〈茅ヶ崎甚句〉について、その成立と展開を系統的に論証し、
幸若舞曲〈浜出〉で歌われる物語空間にも「浮遊性」の機能が働くことを検証した。
第一節では、茅ヶ崎海岸浜降祭と湘南地方「浜下り」神事の由来と分布を中心に、現在
の茅ヶ崎海岸浜降祭成立の複雑な歴史的脈絡を紐解き、関連資料から詳細に検討を加え、
鶴嶺八幡宮の浜降祭の寺社祭祀と鶴岡八幡宮の例大祭の浜降式（祭）の寺社祭祀における
相関性を比較考察した。第二節では、鶴嶺（懐島）八幡宮の祭祀芸能は、『吾妻鏡』や『快
元僧都記』に見られるように、大庭（懐島）景義が、鶴岡八幡宮奉行、神人総官に補任さ
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れ、この地域の寺社祭祀を祀る職能に由来することを明らかにした。第三節では、幸若舞
曲〈浜出〉の物語空間の「祝い唄」としての音楽特性から〈茅ヶ崎甚句〉の〈上赤羽根甚
句〉にも、「江の島遥拝」の詞章内容における情景描写などにも、同様の特色が見られるこ
とを立証した。第四節では、幸若舞曲〈浜出〉と〈茅ヶ崎甚句〉の二つで歌われる物語空
間には、「浜下り」神事に見られる「浮遊性」が働いていると結論づけた。
第四章では、この地域の神社祭礼で人気のあった、茅ヶ崎市円蔵の神楽師高橋鯛五郎が
明治中期に立ち上げた「円蔵神楽」に焦点を当て、この神楽と「浜下り」神事（河海への
神輿渡御による禊祓）の関係性が、どのように相互補完的役割を演じていたのかについて
「浮遊性」と関連づけて、様々な検討を加えながら論述した。
第一節では、この地域の寺社祭礼は鎌倉との基層文化の対比により八幡宮放生会と御霊
会に分類することが可能となり、この二つの民俗信仰が円蔵神楽と「浜下り」神事の文化
基盤となっていたことを立証している。第二節では、円蔵神楽が、六所神社社役を務めた、
「相州舞々」とも呼称される近世神事舞太夫の神代神楽を継承した、この地域特有の民俗
芸能である点に着目し、地域の民俗信仰に支えられながら、近代社会の中で、歌舞伎など
の新たな要素を加えながらも、相模流神代神楽の正統性を獲得した要因を様々な観点から
考察した。第三節では、「巫女舞」と「曲舞」が接合する円蔵神楽は「禊祓」の舞を中心に
構成された特性があることを分析した。第四節では、円蔵神楽と「浜下り」神事の関係性
が、「禊祓」の文化基盤が媒となり、鶴嶺八幡宮放生会と南湖御霊会に見られるような、寺
社祭礼において相互補完的役割を担ったと結論づけた。
このように、本研究における考察から、現在の茅ヶ崎市域が、近代以降著しく音楽と芸
能の街として成立し、展開した要因には、地域社会の中で「浜下り」神事に見られる伝統
的な文化基盤が存在し、村落祭祀の場において、共同体の構成員の頭の中で、様々な伝統
文化のテクストが読み取られ、〈茅ヶ崎甚句〉の類型表現や「円蔵神楽」の演繹的表現にお
いて「浮遊する」特性があることが解明された。（了）
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