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序にかえて
皆様おはようございます。第 5 回の無形民俗文化財研究協議会に、朝早くから大
勢の方にお集まりいただきまして、まことにありがとうございます。本来なら私ど
も無形文化遺産部の部長であります宮田からご挨拶申し上げるところではござい
ますが、あいにく現在、ケニアのナイロビに出張中でございます。実はそこで、ユ
ネスコの政府間委員会が開かれておりまして、ちょうど昨日、無形文化遺産の第 2
回の代表リスト、および危機リストの登録のニュースが出ましたので、ご覧になっ
た方も多いかと存じます。日本からは沖縄の組踊と結城紬の 2 件が代表リストへの
登録が決まりました。これは嬉しい報告ですが、いっぽうで今回の登録に関しては、
いろいろな困難もありました。実は今回お越しいただいている北広島町の「壬生の
花田植」をはじめ、いくつかの無形の民俗文化財も推薦されていたのですが、今年
は審査の対象になりませんでした。ユネスコの無形文化遺産に関しては、国内の文
化財保護関係者のあいだでも非常に関心が高いものと思いますが、実際にその影響
がどのように表れるのかということは、これからある程度時間をかけて見ていかな
ければならない問題だろうと思っております。
さて、今年の協議テーマは「無形の民俗の保護における博物館・資料館の役割」
と設定させていただきました。その趣旨等につきましては、このあと俵木から説明
がございます。この無形民俗文化財研究協議会は第 5 回でございますが、それ以前
には、私どもの前身であります芸能部の時代に、民俗芸能研究協議会という形で 8
回まで開催してまいりました。それまで民俗芸能を主たる対象として開催してきて、
それを風俗慣習や民俗技術にまで広げた当初は、我々も不勉強なところが多く、手
探り状態でありました。その無形民俗文化財研究協議会もなんとか 5 年目というと
ころまで開催を続けてきて、この会があらためて多くの関係者の方々に認められ、
ようやく定着してきたと言っても良いかと感じております。それをよく表している
のが、この 5 年間、以前にも増して多くの方々の参加をいただいているという事実
です。ふだんの調査研究の成果というものを、専門家以外に目に見えるかたちで呈
示するのは、なかなか難しいところはあるのですが、そんななか、毎年一度は、こ
うして地方自治体や関連団体等で現場の問題にあたられている方々と接し、お互い
の交流を深めると同時に、東京文化財研究所の無形文化遺産部というのは、あの協
議会をやっているところだという認識をもってもらえるのであれば、たいへんあり
がたいことと思います。
今日はこのあと、各地でそれぞれユニークな取り組みを行っている博物館や資料
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館からの報告を聞いて、午後にその事例を踏まえた形で、コメンテーターを交えた
総合討議を行っていきたいと思います。夕刻 5 時半までを予定しておりますので、
長丁場でございますけれども、ぜひ最後までご参会いただきまして、活発にご議論
いただければと思います。以上をもちまして簡単ではございますが、私の挨拶とさ
せていただきます。
（平成 22 年度「第 5 回無形民俗文化財研究協議会」挨拶より）
東京文化財研究所無形文化遺産部無形文化財研究室長
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高桑いづみ
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趣旨説明

趣旨説明
東京文化財研究所無形文化遺産部

俵木

悟

続きまして私から、今回の協議会のテーマについて、ご説明いたします。
今回のテーマは、先ほどの挨拶にもありました通り、「無形の民俗の保護における博物館・
資料館の役割」とさせていただきました。これはある意味では、ここ数年のこの協議会の成果
から自然に導き出されてきたものです。というのも、この会に続けてご参加いただいている方
にはおわかりいただけるかと思いますが、とくに無形民俗文化財研究協議会というかたちにな
ってから、どのようなテーマを設定しても、たいていそこに博物館や資料館における取り組み
事例が一つくらいは入っていたのです。例えば第一回の民俗技術をテーマにしたときには、具
体事例として報告してもらった二つ、千葉県君津市の上総掘りの技術と、青森県津軽海峡周辺
の和船製作技術の両方とも、地域の博物館がその保護活動に重要な役割を果しており、とりわ
け上総掘りなどは地元の博物館が技術伝承そのものの拠点となっているというお話でした。第
2 回の市町村合併の影響をテーマにしたときには、総合討議の中で、合併によって一つの市や
町の中にいくつもの資料館が存在するようになったときに、その運営をどうしていくかを心配
する発言が多く出されました。こちらはどちらかというと、博物館や資料館が直面している困
難を表していたと思います。第 3 回は無形の民俗に関わるモノの保護というテーマでしたが、
このときも、祭りや行事、芸能に使う山車や舞台の維持、さらには復元復活という活動に博物
館が重要な役割を果していることを、滋賀県長浜市や茨城県常陸大宮市の事例から報告いただ
きました。そして昨年の、無形の民俗の伝承と子どもの関わりというテーマでは、地域の行事
の継承に博物館が大きなサポート役として関わっている大磯の七夕行事の事例や、博物館の民
俗調査の事業に地域の小学生が参加するという東北歴史博物館の事例がありました。
このように、過去 4 回の無形民俗文化財研究協議会のなかで、博物館や資料館が果す役割と
いうのは、ある意味でそれぞれのテーマを通底するようなかたちで表れていました。これは内
輪の事情ですが、当研究所では事業を 5 年ごとの中期計画という単位で実施していて、その意
味でこの第 5 回はちょうど一つの区切りになります。というわけで、この通底するテーマを今
回は前面に押し出して、開催しようと思ったわけです。
個人的なことをいえば、私自身は博物館や資料館という場所で仕事をしたことがありません。
こうした仕事に関わる以前は、博物館というのはモノの収集・展示と調査研究を行う場所とい
うイメージを漠然と持っていました。私自身の主たる関心は民俗芸能なのですが、文化財とし
ての芸能を考えた場合、公開というと真っ先に舞台公演や、各種のイベントなどを思い浮かべ
るもので、もちろん芸能を題材にした企画展などはありますが、なかなかその役割の大きさに
は気付きませんでした。その意味で、この協議会などを通して、現在の博物館や資料館の多面
的な活動について学ばせてもらったと思っています。とくに博物館や資料館が、近年ではある
無形の民俗事象の伝承活動のセンター的な役割を果している例が想像以上に多いことに驚か
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されてきました。翻ってみると、民俗芸能の分野でも、たとえば「伝承館」というような名称
で、機能としては博物館とまったく同じではありませんが、広く一般に向けてその民俗芸能な
どを紹介するのと同時に、伝承支援の活動を行うような施設もあります。そういうところまで
含めて、このような公共施設が無形の民俗の伝承という取り組みにどう係わっていくか、これ
からも考えつづけていかなければと思っています。
もう一つ、今回のテーマ設定と企画準備を行っている段階で、この会自体の進め方として意
識しなければならないことがありました。というのも、これまで私は、企画にあたって、でき
るだけそれぞれのテーマで積極的な取り組みをしている事例を取り上げて報告してもらいた
いと意図して、実際たいていはそのように事例報告をしていただいてきました。もちろん今回
も、基本的にはそのように意図しています。それは当然、この発表を参考に、各所でそれぞれ
独自の取り組みをしようというモチベーションを高めてもらえたらという期待があったから
です。しかし今回事例報告をお願いに何名かの方にお話を向けた中で、実際に現場では様々な
困難に直面していたり、思うようには事が運ばないということが多いのですよというお話を聞
きました。場合によっては、外からみている私などからしたら非常にユニークで、活発な取り
組みを行っているように見えても、実際にはそれが必ずしもその担当の方が期待する効果が得
られない場合があるし、また施設の運営という観点からみたり、あるいは地域において博物館
や資料館が置かれている状況からして、いつも高く評価されるわけではないということがわか
りました。実際、近年は、先ほどあげた市町村合併による民俗資料館の運営などもそうですが、
博物館の指定管理者制度とか、成果主義的な事業評価なども導入されるようになってきて、民
俗伝承の支援というように 10 年後、20 年後にその効果が表れることを期待して、というよう
な草の根的な事業は難しい問題を抱えることになっているのかもしれません。しかし一方で、
参加・体験型の事業や館外活動などを通して、地域の人々との連携をはかって、ただ来館者を
待つだけの博物館からの脱却をはかる良い機会ととらえる動きもあると聞いています。
ですから、今回の事例報告では、様々な困難があるということも率直に語っていただき、そ
のうえで何が出来るのかということを、今後の展望も含めてお話しいただくというかたちで、
ご報告をいただき、こうした問題をともに考えていく契機としたいと思っています。もちろん
最終的に、たいへんだし難しいから何もしません、という後ろ向きの議論には絶対にしたくな
いと思っていますが。幸い、この数年のことですが、今回もたいへん多くの方にお集まりいた
だきました。これだけ関心を共有する方がお集まりいただいているわけですから、そのような
心配はないと思います。
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マーラン船の民俗技術の保護と継承

報告 1

マーラン船の民俗技術の保護と継承
̶市民協働の資料館活動̶
うるま市立海の文化資料館学芸員

前田一舟






司会

俵木悟（東京文化財研究所無形文化遺産部）

 番目のご発表といたしまして、沖縄県

うるま市立海の文化資料館の学芸員であります前田一舟様から「マーラン船の民俗技術の保護
と継承̶市民協働の資料館活動̶」ということでご報告をいただきます。どうぞよろしくお願
いいたします。

前田一舟（うるま市立海の文化資料館学芸員） 皆さん、おはようございます。海に囲まれた
沖縄からやって来ました。よろしくお願いいたします。
今回の事例報告の内容は、沖縄県における民俗文化財の現状、それから当資料館の背景、沖
縄文化としてのマーラン船の特色などを紹介して、市民がいかに関わって、その教育に携わっ
ているかという中身を報告していきたいと思います。
やんばるせん

マーラン船というのは、一般的な山原船と言われています。沖縄本島の北側の地域と那覇市
を結ぶ交易船の役割です。地元ではそれをマーラン船と言っております。その研究者に名嘉真
宜勝さんという方がいまして、近代のこの船の交易の活躍はこの山原船であったという研究が
あります。2 番目に、歴史古文書を通してマーラン船というのは何だろうか、登場する時期が
18 世紀ということを位置づけたのが喜舎場一隆先生です。3 番目に北見俊夫先生は造船技術と
儀礼を調査して、本土の弁財船とこの沖縄のマーラン船を比較研究した方です。次に池野先生
は、地理学的な手法で、その山原船が登場することによって沖縄全体が経済的に発展してきた
という役割を実証しておられます。近年、板井先生が、マーラン船が中国と本土（日本）との
関わりがあるというのを論じられております。そういう中で、国分直一先生が『論集

海上の

道』の解説で言っているのですが、これからの日本においては、特に南西諸島を指しているの
ですけれども、刳舟からサバニの変化したことを見なければいけない、その次にサバニが複数
合わせて筏風にした技法があると、それも見ないといけない、先ほどのこの山原船を詳しく調
べないといけない、その次に船大工の道具とその技術を見なければいけない、船をつくるため
の儀礼を見ないといけないのだと言っているのですが、これを全体的に把握した研究者は今の
ところ出ておりません。そこで当資料館は造船技術とこの道具について注目して資料館活動を
展開しております。
では沖縄県ではどうなのかと言いますと、全体的に有形・無形民俗文化財記念物はこのグラ
フで表わしている通りです。その中で国、県、市町村で指定されているのは、ほとんどが市町
村の文化財でして、その次に多いのが国の指定で、その次に県の指定です。
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その民俗文化財の内訳は、有形が 132 件で無形民俗文化財が 200 件です。無形民俗文化財
の中を見ていきますと、祭祀が 20 件、踊り、獅子舞などを含めたのが 311 件、生産・生業、
今で言う民俗技術ですがこれは 1 件しかありません。それは私たちうるま市で指定している無
形民俗文化財の方になっております。その現状を見ると、職人、特に生産・生業に関わる技術
職人の指定が皆無だったのです。「民俗技術」の施行後も今のところ 0 件です。海のイメージ
をもつ県民の特徴ですが、あたりまえなものを見落としている。民俗はあたりまえのものをあ
たりまえじゃないような見方でとらえないといけない学問ですから、そういった観点でこれか
らやっていかなければいけないと思います。その次に、今後も船大工やその道具、それ以外の
職人を見ていく必要があるのではないかと思います。実はもう危機的な状況で、高齢化と後継
者不足になっております。

ご え く

そこで私たちの文化財としてこの越来さんという方を指定したところです。県内で 1 件です。
先代の越来文治さんという方がいるのですが、その方が沖縄県で初めて船大工としての民俗文
化財に指定された方で、亡くなられたものですから、後継者として息子さんの越来治喜さんが
今指定になっております（資料 1）。
私たちうるま市は東海岸の勝連半島を含みます。資料館は画面の真ん中の○になっていると
ころです。こんなところです。どこに資料館があるか、この写真では分からないと思うのです
が、離島に行くときも干潟になっていますので歩いて渡っていた、買い物をするときも歩いて
行き来していたというところです。満ちているときには船で帰っているということです。そう
いう干潟の立地に資料館があります。この真ん中の四角のところに資料館がありまして、1 階
が観光販売店で、2 階が資料館になっています。博物館施設としてはあってはならない施設に
なっております。これからもあってはならない話がどんどん出てきますので、すみません。
私たちの資料館は、うるま市は全体で 12 万人おりますが、その中でもこの資料館の周辺地
域には与那城地域と勝連地域があるのですが、市町村合併しましてかなり大きくなってしまっ
たのです。ですが、資料館の周りを見ますと人口的に全体で 26,804 人しかいないところです。
都市部と全然違うのです。うるま市でも都市部があって、すごく人口が増加しているのですけ
れども、私たちの周辺では減っていっているところです。先ほどの海中道路、海の上に道路が
ありましたけれど、それを建設したことによって激減している状況です。ただ、人口がかなり
減っているのに世帯数が変わらないというのは、実は核家族への変化があって、息子さんの 40
～50 代がいてお母さんの 80～90 代がいる、これが私たちの周りに取り囲まれている現状です。
ですからあと数十年もすると、おじいさんの島とかおじいさんの村とか言われるかもしれない
です。こういうところの干潟です。
実は私たちの施設は、沖縄本島を縦に割りまして西海岸と東海岸に分けますと、東海岸は干
潟の面積が多い。赤い印が今私たちのところです。断然多いのです。紫のほうは埋め立てして
いる。それでも多い。そういった意味で、干潟に適応した資料館を表現できるのではないかと。
そこでできるだけ無形の文化財と関わりたいということがあったものですから、マーラン船づ
くりが親子でまだ残っていた、そこで指定をして、資料館オープンに進めたところです（資料
2）。
過去 8 年の入館者を見ますと、平成 15 年はオープンですからたくさん来るのです。でも 2
カ月だけです。2 カ月後に入館料を設置すると途端に減りました。関東と違いまして、文化を
お金で買うというのが根付いていないのです。そこから打撃を受けて 16、17、18 年とやって
きて、右肩上がりになってきた。その理由は、子どもたち向けの展示にしたことです（資料 3）。
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マーラン船を格好いいと思わせるのは、子どものときからで、将来的に社長になってもらって、
資料館に支援してもらいたいということで、僕的には「がっちりマンデー」みたいな形でやっ
ていきたいなと思っているのですけれども、資料館というのは次世代を担う人づくりのための
教育サービス業じゃないかと思っています（資料 4）。そこで、無形の文化財の船大工さんをど
う活かせるかということでこれからの事例を紹介します。
これは越来船大工さんです（資料 5）。船大工は沖縄に結構いたんですけれど、それが今は少
なくなっています。東海水産科学協会の海の博物館が編集しました『全国の船大工存在確認調
査報告書』では、沖縄県は 6 名ほど報告されております。でもそれは糸満市を中心にしたサバ
ニの船大工さんです。でも、あらゆる木造船とマーラン船をつくれるのは、このうるま市の
へ

ん

ざ

平安座に残っている越来さん、今 1 人しかおりません。そこで指定したことになっております。
それが先代の越来五郎さんです。手に持っているのはトウキリと言いまして、中国から渡って
きた錐です。2 代目の越来文治さんです。国の文化功労賞をいただいた方です。今現段階の文
化財指定の越来治喜さんです。今後継者づくりとして 20 代の越来勇喜君がいます。沖縄県で
は 20 代は彼だけです。
沖縄の文化の特徴として、マーラン船というのは、山原地域、沖縄北部の地域と那覇市を交
易していた意味での名称で呼ばれています。うるま市の平安座島ではマーラン船と言います。
それは大工さんだけが言う言葉でして、実は中国福健省の泉州市で言われている「馬艦」とい
う船と名称が同じなのです。ですから外から来た言葉だと推測されます。機能的な面としては
カウチーという弁財船に似た船であったり、ブンハヤという中国のジャンク船に似た船もあり
ます。これが中国の船です。マーランというものです。歴史資料を見ますと、これは 19 世紀
の絵図なのですが、中国の船と島津の弁財船があります。ということは、沖縄の船大工はその
影響を受けたはずです。絵図を見ると、一番左側がマーラン船で手前の大きい船が進貢船、中
国の船です。以前これは東博にあったものが、今は九博のほうに行かれていますけれども、こ
の映像が進貢船で、マーラン船はがこのように帆が二つあるものです。
民俗技術を見ていきますと、「すり合わせ」の技術があります。これは大和系の船大工の影
響ではないかと思っています。
「木殺し」という技もあります。
「すり合わせ」は 2 枚の板をく
っ付けて、三つのノコギリで 3 回以上削って密着させる技術です。それを「すり合わせ」と言
っております。おそらく本土の木のお風呂の大工さんの影響を受けているのではないかと思っ
てはいるのですけれども、「木殺し」という技術は杉の皮を丸めて、モチと混ぜて接着させる
ものです（質疑応答で訂正）。本土でよく使われている漆というものは使っていないので、中
国の船との共通性があるのではないかと見ています。
道具は、錐は中国の錐を使っていますし、2 人用ノコギリ、これも中国との共通性がありま
す。「すり合わせ」用のノコギリ、これは本土のものです。今から写真を見せます。これは今
すり合わせするために、木造船を船大工さんが見ているところです。左側がマーラン船のつく
り方です。右側が中国の船の模型なんですけれど、人間で言う背骨をまず整えて、あばらの竜
骨というところを設置していく。これは中国、沖縄と一緒なのです。それを外板を整えていく。
ここまでも中国のやり方と一緒です。13 世紀の船と共通性がありまして、これは福健省泉州
市のものです。実際見に行ったのですが、ただ外板の厚みを 3 枚から 4 枚にしている。これは
外洋に出るために強化をしていると思うのですが、沖縄の船大工はそこまではしていないです。
おそらく厚い木を曲げる技法がなかったのではないかと思います。ただ沖縄の船大工は底があ
ったのです。こういうのになっています。手前の舳先に線が入っているのが何枚も重ねている

7

報告 1 （前田）

ところです。中国の船はこういうふうに部屋になっています。沖縄はそうなっていなくて、骨
みたいになっています。それは弁財船の影響を受けて、荷物をたくさん載せられるようにやっ
ている。ちょうど下の部分のラインになるのですが、船の真ん中は空洞になっています。弁財
船のようにこういうふうな技法で、一番下の根元のほうです。このあたりにマーラン船と共通
するところがありまして、これは石井先生が報告されているのですが、上のほうは近世前期の
弁財船、下のほうは近世後期の弁財船なんですが、沖縄のマーラン船はこの後期の弁財船の影
響を受けているというのが分かります。
船大工の道具を見ていきますと、墨ツボがあったり、サシガネがあったり、チョウナ、丸ノ
ミなどがあったり、ここで 2 人用ノコギリが出てきます。当時はアメリカ統治下でもありまし
たので、アメリカのノコギリが出てきたり、あと、トウキリという中国の道具が出てきます。
実際では中国ではどうかと言うと、ノミもあったり、カンナがあったり、サシガネとか、墨ツ
ボがあったり、沖縄の道具と一緒だったのが 2 人用ノコギリです。あとはトウキリでした。こ
れは火起こしするようなやり方で穴を開けると言っていましたので、沖縄の古い船大工さんと
やり方は一緒だったということで共通性があります。
中国文化と日本文化のミックスとしての船がマーラン船ではないかということです。そうい
う沖縄の文化的な特徴を持つ無形民俗文化財というのは、すごく付加価値があるのではないか
と思っております。
では科学的に調べたらどうなるかと言いますと、東海大学の八木先生を中心にして、当資料
館の船の形を測量して分析してもらいました（資料 6）。これは新聞に載っている、資料に載っ
ている通りなんですが、一言言いますと、沖縄の環境に適した水切りがいいような理想的な船
になっているのがマーラン船の特徴だと。八木先生の調査では中国の船もあるんですけれども、
本土の影響を受けて韓国のものとも共通性があるという見解を出しています。この調査をして
いるときの様子です。その論文が出た後に、技術の高さが立証されましたということで、県内
に報告されたものの記事です（資料 7）。
これからの事例の紹介は、市民と協働してきた教育活動についてです。まず公開展示に関わ
ったものがあります。学校教育とも連携があって、市民が歩く広報マンがいます。あと、NPO
と協働したサバニの帆走体験ですが、本来はマーラン船でやりたいのですが、実物の船をつく
るのはさすがに大金がかかりますので、サバニからスタートしています。あとは市民と一緒に
運営する模型づくりとレースをやっております。市民と一緒につくったネットラジオをやって
います。平安座のマーラン船を展示に活かしたところ、いろんな方々に余波を与えたらしくて、
子どもたちを乗せたかったというのがあって、学芸員としてはやってはいけないと思うのです
けれど、私たちは将来の投資家を増やしたいものですから、船に乗ってすごいよねということ
で感動してもらって帰ってもらう。でもまた来るのです。入館者を増やすコツでして、お父さ
んやお母さんが連れてくる。そこで右肩上がりに入館が増えているというきっかけの一つと、
地元の文化として知ってもらうというのをやっています。
もう一つは、船大工さんが立体パズルをやる訓練があるのですけれど、それを子どもたちに
やると受けてしまって、実際は大人がやっちゃうのですけれども、子どもたちも勝負してやっ
ている。そこで難しいのを体感してもらうということです。そこで面白いですねということで、
新聞社の方が取り上げてくれたりしています（資料 8）。その新聞記事を見てさらに、私たちは
去年フジテレビの全国放送の三輪車レースに出て、今マーラン船というのは大変なんだという
ことを訴えてきました。でもそれを推し進めたのがみんな市民の方たちでして、少しでもマー
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ラン船を知ってもらいたいということでやっています。
実際こういう大きいマーラン船をつくってみたい。これは 2 代目の越来文治さんです。その
船を息子さんの越来治喜さんがつくったのが、展示されているマーラン船です。15 尺、4.5 メ
ートルの大きさです。実際海にも浮かぶのですが、子どもたちをたくさん乗せることができな
いですので、本来の実物大が欲しいということを今目標にしています。
あとは伝馬船。これは本土の船のものです。それを沖縄では琉球伝馬船またはティンマーと
言っています。それを復元して、子どもたちと一緒に体験学習をしたり、船大工さんが一緒に
地域の先生方と協力して実際に子どもたちと一緒につくって、では操船してみようということ
でやっています（資料 9）。本来は櫓で走る船ですけれども、沖縄風に櫂でやってみたら、まだ
安全じゃないかということでこれにしています。
あとサバニですね。これは初代の越来五郎さんがつくった船をもとに、その息子さんが同じ
形をつくって、地域のハーリー大会というのがあるのですが、毎年 5 月 4 日の旧暦に船漕ぎ競
争があります。それに採用されて、地元の平安座島でその船が走っています。
先ほど海中道路ができる前に行き来していた船といったのを、先代の図面をもとに復元して、
今は本物が欲しいということで地域に 3 隻しかないうちの 1 隻をここに持ってきました。持っ
てきた理由があるのですけれど、隆福丸というのがあって、地元のバンドで有名な HY という
方がいまして、この人のモニュメントを置くと多分観光客が来るなと思って置いたら、実際
17,000 人ほど来ています。これで入館者も少しプラスになるのではないかと。実際は船の理
解をしてもらいたいというのがあります。これは HY の皆さんです。赤瓦の下で写真を撮るの
が好きらしくて。お金を寄付してもらいたいなとやってきたのですけれど、まだまだそこまで
はいっていません。ふるさと納税を今狙っているところです。
実は、マラソン、ロードレースがあって、年間 1 万人の方が参加するロードレースがあるの
ですが、そこにマーラン船のデザインをしてもらっています。その人たちに勝手にＴシャツを
着て宣伝してもらっています。これがうるま市だよという形です。今年もまた船のデザインに
なっていきますけれど、そういうふうに、僕以外にも地域の方が応援してくれています。学校
にどうやって参入できるかと考えたのですけれど、シールにすればいいかなと。水に濡れても
いいようなシールをつくりました。これも市民のデザイナーがつくって、任天堂 DS とか PSP
とかに貼れるようにしています。そうすると子どもたちはこれ何？と言って、模型づくりのと
きにもらったものだというクチコミが広がって、年間 400 人の子どもたちが参加します。
あとは、NPO の人たちと帆走レースの体験をやっています（資料 10）。本来はマーラン船
でやってみたいのです。だけど実在する実物の船がないので、今はできないところです。
次に模型づくりです。実際に船大工さんの技術で模型をつくって、レースまでやろうという
のを 4 年ほど前からやっています（資料 11）。これは 20 代の船大工の方が啓蒙活動の一環と
して、市民の方が一緒に手伝ってやっています。こういう形の模型です。見た目、ゴムでプロ
ペラを走らせるものでなくて、沖縄ですから風を帆で受けて走らせたいというのが私たちの考
えです。
私たちの資料館は、スタート時期の予算は活動費というのが年間 5 万円しかないのです。1
回のイベントではないです。今ようやく市町村合併して頑張って 10 万になりましたけれど、
とうていそれでは企画展も何もできない。ですから市民の方が関わってきて予算づくりもでき
るのではないかということで、この模型づくりをやっています。それをやると年の参加費が 10
万ぐらいになりまして、それは市には報告しないのですけれど、資料館の資料や本を買ったり、
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材料や船大工の道具を買っています。こうやって子どもたちに教えているのです。それを親子
でやる。これをやることによって何が起きるかと言うと、子どもたちの創意工夫になる。詰め
込みの学習だけではないもので、子どもたちが体験したものを言語表現していくこと。それを
作品につくるということにしようとやっています。この発端は何かと言うと、宮本常一が、民
俗学というのは体感の学問なんだ、実感することで学習があって地域を知ることができるとい
うもので、それを始めています。
これでレースをするのですが、子どもたちは試験的に走らせて興味津々で見るのですけれど
も、一連の模型づくりが終わりますと最後の日に「王海走」というレースをします。それは月
刊マガジンのファン・ガンマ・ビゼンに出てくる王様を決めるための王海走というレースがあ
るのですけれど、それを勝手に使ったわけじゃなくて、作者に許可をもらって使っています。
ではなぜマーラン船と関わりがあるのと言うと、縦の帆なのでギザギザに進める用途がマーラ
ン船の特徴なのです。それがこの影船と一緒なものですから、私が勝手にこぎ着けた。許可も
らっただけです。というのは僕が大好きだったというだけなんですけれど。それを子どもたち
に広げていきたい。実際、子どもたちの表彰もマントをつくってやっています。賞状にも、資
料館の周辺に金武湾と中城湾というのがあるのですれど、その金武湾と中城湾を統治する海王
であるというのを賞状でやっています。これは故意に使えないので、というか故意に使ってい
るのですけれど、館長は知らないところです。すみません。子どもたちにも人気があります。
最後に、事例の紹介なのですが、目に見えない人であったり、世界にも伝えることができる
のではないかということでやっている活動です。私たちは広告費がないのです。年間 10 万ぐ
らいしかないですから、困っていたときに、市民が「前田さん、ネットラジオが今はやってい
る」ということで、自分たちで番組をつくって企画構成して、放送作家も市民の方がやって、
それを収録して毎月 2 回発信しています（資料 12）。15 日ですから、先日も発信しました。
そのテーマは今回マーラン船でやっているのですけれども、それで全国にいるうるま市の市民
であったり、世界にいるうるま市民が聞いて、熱いメッセージを送ってもらっています。僕は
お金が欲しいと言ってはいるのですけれど、そこまでつなげたいなと思っております。実はこ
れは、地域の人材発掘と、私たちの交流でうまく無形の文化財をサポートしてくれる仕組みが
できてきているというところが面白いのではないかと思っています。
私たちの資料館の文化財保護の一環で、教育普及活動として、実は県指定とか国指定になり
たいという思いがあります。なぜかと言うと、もう越来さんたちしかいないのです。50 代の
越来さんではあるのですが、まだ若いとはいわれると思うのですけれども、船大工が今持って
いる中国とか日本とかの、または朝鮮の技術が残っているかもしれない、その付加価値のある
職人をもうなくしていいのかと思うのです。実際鉄の船であったり、グラスファイバーの船が
出始めている最中で、木造船はつくる機会がないのです。後継者の育成もなかなかできない状
況ですので、何か支援できんかということで、市で文化財指定をしたのですが、本来全国の人
に知ってもらいたいので、国指定までなりたいなという思いがあります。それは、公的資金の
支援がないままの地道な活動にはなってはいるのですけれども、要は船大工の育成には加速は
できない、スローペースだと思うのです。でもその一方、市民が資料館と関わってきて、学校
教育にも関わってきた。その中での教育普及活動は、さまざまな分野の市民の啓蒙活動にプッ
シュしていると思うのです。着実に郷土文化の醸成につながっているのではないかと思ってお
ります。
私たちの資料館の文化財の保護活動が役割を果たすものは二つあると思っています。一つは
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基礎的調査研究の取り組みが必要ではないかと。今進めているところですけれども、その調査
は周辺地域、中国であったり、朝鮮であったり、日本、特に奄美大島、トカラ列島、九州を、
フィルターを通して比較民俗学的な調査で、船の構造であったり、船大工の道具、船大工の民
俗技術を明らかにして、それを学校教育に活かす。または生涯学習に活かして、もっと教育で
地域づくりをしていきたいという戦略を持っております。実際、今少しずつやっているところ
なんですけれども、そうすることで入館者も増えて、地域の宝ということになっていくのでは
ないかと思っています。
二つは後継者育成をして、実物のマーラン船の建造が大きな目標です。しかし、資金面で頭
を抱えている状況なのですけれども、実際に国とか財団とかの助成金にチャレンジしてみたん
ですが、なかなかつくれる企画というのは通らないものでして、それを市民総出で基金という
動きをやってみたらどうかという市民からの提案があって、来年度からスタートしてみようか
と思っています。そういうボトムアップ式の政策で、これから無形民俗文化財をフォローして
いくことができるのではないかということでやっているものです。
私の事例紹介はこれでいったん終わります。

司会

はい、ありがとうございました。特に今のご発表の事実関係とか、前田さんのご発表に

特化したご質問であれば今受け付けます。挙手をいただいて、申し訳ありませんが、ご所属と
お名前を言ってからご質問をお願いいたします。いかがでしょうか。
浜島司（まつり同好会） まつり同好会から来ました浜島と申します。随分前に私は新聞の連
載小説の中でサバニという船がかなり出てくる小説を読みまして、この船に非常に関心を持っ
ておりました。今日ここで見せていただけるのが非常にうれしかったです。造船技術の中で、
今日紹介されました「すり合わせ」とか「木殺し」というのはかなり造船の中において重要な
技術かと思いますが、こういうものを伝承したり、あるいは研修するときに、動きのある記録
というのは、動画、ビデオみたいなもので記録をして、今日もそういったものを少し紹介して
いただけると、私としてはありがたかったかなと思います。
前田

どうもありがとうございました。私の準備不足でして、DVD は持ってはいるのですけ

れど、流していないんです。すみません。
浜島

例えばその「すり合わせ」について現場の船大工さんがどんな苦労をされたとか、ある

いは「木殺し」というのはどういう技術で、どういうふうに使うのかということもちょっと教
えていただけると。ただ一つの技術の名前だけだとちょっと。
前田

写真で載せて出しているものが、ちょうど板と板の間にノコギリを入れておりまして、

それを密着させるために削っているところです。それを「すり合わせ」と船大工さんたちは言
っています。「木殺し」に関しては、私は今写真を撮っていませんでして、木と木の間に杉の
皮をロープ状にして、それをモチでつけて挟んで接着します。密着している隙間ですのでなか
なか入らないので、それを木のハンマーで叩いていく作業があるのですが、それを「木殺し」
と言っています。その技法は、私はまだ九州から西日本にかけての船大工さんを見ていないの
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ではっきりは分からないのですけれども、中国の船は板と板の間に隙間がありまして、そこに
「すり合わせ」という技術はないのです。大型船に関してです。それを「木殺し」の技法で接
着していく方法をやっているものですから、沖縄の船大工さんは恐らく中国の技術はあるので
はないかというところを見ています。
浜島

先ほどのご発言の中で、何か見せてもらえないとか、まだ技術を秘密にするようなとこ

ろもあるわけですか。
前田

あるのです。越来さんたちがまだ見せてくれないというところもあります。見せてくれ

たのがこの「すり合わせ」ぐらいでして、「木殺し」はなかなか大型船をつくる機会がないも
のですから、見せてもらってないというだけです。本来は人には見せないと言っていました。
浜島

ありがとうございました。

小境卓治（氷見市立博物館） 氷見の博物館の小境と申します。氷見にも実は船大工がいるん
です。実は「木殺し」、それからこれは「すり合わせ」、
「板合わせ」なんですけれど、3 種のノ
コギリを使われる。おそらく目の粗いものから中歯のもの、細かいもの、三つを使うと思うの
です。「木殺し」というのは、接着の前に板と板の接合面をトンカチで叩いていないですか。
そのことを「木殺し」と言っているはずです。沖縄は杉とモチを合わせて入れるということで
すが、日本海側はマキハダなんです。ヒノキの皮を奈良県あたりで現在もつくっていますけれ
ども、これを入れて最後にもちろん叩くのですけれど、そのすり合わせ、板合わせをした後、
ハンマーで叩いてわざわざギザギザに、それも丸いハンマーの凸面のほうで叩いているはずで
す。叩いた上で、マキハダを入れて、それで氷見ではウルシを使うのですけれど、そうすると、
叩かれた繊維が水に触れて、膨れてきて、密着度が高くなるということで、おそらくハンマー
でいっぺん叩いているはずです。
前田

叩いています。忘れていました。

小境

叩いていますね。了解しました。

前田

それプラス、この船大工さんはノコギリで表面を傷つけます。やはり密着を高めるため

です。
小境

より密着を高めるためにということですか。

前田

そうです。

小境

それがちょっと気になったものですから質問させていただきました。

司会

ありがとうございます。ほかにまだ少し質問を受けられますが。
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マーラン船の民俗技術の保護と継承

内田幸彦（埼玉県教育局市町村支援部生涯学習文化財課） 埼玉県教育委員会の内田と申しま
す。文化財の指定の関係で少し事実確認をお願いしたいのですが、一つはこの造船技術につい
ては無形民俗文化財として指定をされているのか、無形文化財として指定をされているのかと
いうのが 1 点です。個人の方を保持者で認定されているということでよろしいのでしょうか。
前田

個人になっております。保存会ではなくて、個人で認定していまして、今うるま市の教

育委員会文化財保護条令には無形民俗という項目がありまして、そこで指定になっております。
無形民俗文化財の項目で指定しております。
内田

市民の方と共同でというお話だったのですけれども、保存会をつくられて、支援者も含

めて保存会をつくられて、そちらを保護団体に特定をするというような、そういう選択肢もあ
ったのかなと思ったのですが、そのあたりの事情はいかがですか。
前田

それは必要だと思います、本来は。市町村合併のときに大急ぎで指定したというのと、

当時文化財の専門委員がいなかった。私が来る前の段階だったのですけれど、それで大急ぎで
やったという中で、今、旧ルールでやっているところです。本来保存会を設立して、そこに認
定する必要があるのではないかと。マーラン船建造のために基金が必要ということで、今市民
と話し合って、保存会にしていきたいというのが来年の取り組みです。
内田

ありがとうございました。

司会

ほかにございますでしょうか。

福持昌之（京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課） 京都市文化財保護課の福持
と申します。市民共同で非常にユニークで多面的な活動をされていると感銘を受けました。そ
れで市民なんですけれども、シール、Ｔシャツのデザイナーや放送作家やいろんな方々にご協
力、役割いただいているということですが、これは例えばどういう職業の方々で、また市内の
在住の方に限るのでしょうか。人数的なもの、あるいは関わっていただくきっかけ、どういう
つながりで関わっていただけるようになったのかとか、そのへんの市民の姿というものをちょ
っとご紹介いただけたらと思います。
前田

市の出身で各分野で働いている方々で、IT 関係であったり、デザイナーであったり、印

刷会社さんであったり、看板屋さんであったり、あとＴシャツつくるお店であったり、その方
々が資料館の動き、特に子どもたちの教育に関して関わってくるところが多くて、そこに一緒
にやっていきませんかという声がかかって。私たちは予算がないので発注できないんですよ、
じゃあ僕たちが何とかサービスでやるよとかいうことでやっていったのが、種々の発端とかネ
ットラジオの発端なんです。ランナーのＴシャツに関しては、市の実行委員会の市の職員の方
が PR してみようということで 5 年ほど前から取り入れているものです。
司会

ちなみにそういうのは、博物館のほうから働きかけるのか、それとも自然とそういう声

が市民のほうから、こういうことができるよというのが自然と集まってくるという感じなので
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すか。
前田

市民から声がかかってきます。販売目的ではないということを明確にしてきますね。あ

とは勝手につくられているとか、お役所の中で調整とかないので、観光課が勝手にやったりと
かいうのもあります。でも私たちはプラスと考えて、ありがとうございますと言っているだけ
です。
永松敦（宮崎公立大学人文学部教授） すみません、後のコメントの関係でちょっと事実関係
だけお伺いしたいのですが。本当に貴重な楽しいお話をありがとうございました。船大工さん
の件なんですが、お話の中で、1 人亡くなられて息子さんにというお話と、それからもう一つ
模型で競争するときに 20 代の船大工さんがいらっしゃってとおっしゃいましたけれども、う
るま市で船大工さんって一体何人ぐらい今いらっしゃって、その年齢的な内訳が分かりました
ら教えていただけますか。
前田

今うるま市では 2 人いまして、親子です。50 代のお父さん、今文化財指定になってい

る方と、20 代の息子さん、お弟子さんの 2 人です。沖縄県では全体的に 6 名いまして、糸満
市に 4 名ほど集中しています。サバニを中心につくっています。サバニ以外はつくれない。う
るま市の船大工さんはいろんなバリエーションの船がつくれる技術を持っています。
司会

ありがとうございます。ほかによろしいでしょうか。そうしましたら、これ以外の質問

はまた午後の協議の時間にも受け付けますので、とりあえずこれで前田さんの発表を終わりと
させていただきます。どうもありがとうございました。
前田

どうもありがとうございます。
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報告 2

築 27 年目の「再開館」
―芸北民俗芸能保存伝承館の試行錯誤―
北広島町教育委員会生涯学習課課長補佐

司会

六郷

寛

続きまして 2 番目の事例報告として、北広島町の教育委員会生涯学習課課長補佐であり

ます六郷寛様より「築 27 年目の「再開館」芸北民俗芸能保存伝承館の試行錯誤」という
タイトルでお話をいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
六郷寛（北広島町教育委員会生涯学習課課長補佐） 六郷でございます。よろしくお願いいた
します。
非常に黄昏色の館が映っておりますけれども、27 年たちまして、ようやく再開館しようか
としておりますこの芸北民俗芸能保存伝承館という長い名前の建物の事例報告をさせていた
だきたくまいりました。
先ほど、うるま市の方の例があったのでありますけれど、非常に感銘を受けております。私
どもがまさにやりたいなと思っていることを言っていただいたなという気がしております。ど
ちらかと言うと、私がこれから報告させていただこうというのは、悪いほうの事例になろうか
なと思っておるのですが、ほかの館にも共通する問題点がいろいろあるのではないのかなとい
う気が私はしております。私どもの館がこの 27 年間、いろいろあれやらこれやらやってきた
ということを報告させていただければと思います。
今日の話でございますけれども、まず私どもの町はどういう町なのかということを簡単にご
紹介させていただきます。それから次に、この長い名前の建物、芸北というのは安芸の国の北
部、広島県の北西部でございますけれど、そこの民俗芸能を保存し伝承するという文字通りで
ありますけれども、そういう館がなぜ建てられたのかという話。それから、じゃあその後いろ
いろ問題があって閉めていたわけでありますけれども、どうしてそれが再開館されるに至った
のかという話であります。そのあと、それじゃあ、閉館以後も一部開いておりまして、来年度
から本格的に再開館しようとしているわけでありますけれども、では、開いてどうしようとし
ておるのかということであります。最後に、開館した後、どのような館の運営をしていけばい
いのかなという、これからの話でございますので、今からどういうふうに考えていこうとして
おるのかという話をちょっとさせていただければと思っております。
まず私どもの町でありますけれど、タイトルに「小さな町に多くの文化財」と書いておりま
す。この写真、これは吉川氏城館跡という史跡がございまして、そこを 14 年かけて整備いた
しております。そのオープンの記念式が平成 19 年にございまして、そのときのオープン式典
の様子でございます。後ろに映っている建物は国史跡の復元建物でございます。前にあります
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のは本地の花笠踊といいまして、広島県の指定文化財。国の史跡の上で県の指定文化財を踊っ
ておるということで、非常に多くの文化財があるというような話であります。
場所はこういうところであります。広島と島根の県境に位置しておりまして、面積では中国
地方で一番大きい町でございます。ご存じの方があろうかと思うのですが、過疎高齢化という
ことが言われております。過疎が一番最初に進んで、一番ひどくなったのは中国地方でござい
ます。私どもの町なんかが過疎の先進事例であります。そういうところの町であります。
概要はこんなことで、人口 2 万人であります。人口密度が 32 人というのは北海道の半分以
下でございまして、大変なところでございます。人口の推移はこういう状態であります。昭和
30 年を 1 といたしましたら、今が 0.55 くらい、50 年間に 5 割引きの町でございます。しか
しまだひどいところがあります。ひどいのを例として話をするのは申し訳ないのでありますが、
0.35 というのが広島県で一番人口減少率の多い自治体でありまして、私どもの隣町、安芸太田
町というところがございます。ここまでまいりますと、もう集落機能を維持することが難しく
なっておるというのが現状でございます。
しかしそういう中で、じゃあ何ができるか。何が、ということになってくるわけでございま
す。これが私どもの町にあります指定文化財。大きな字で書けばよかったのでありますけれど
も、ちょっと見にくいかと思います。国の指定文化財が 14 件、県が 23 件、町指定が 42 件で
ございます。この国の指定文化財の 14 件というのは、かなり多いほうではないかなと思って
おります。広島県では 5 番目の町でございます。1 番が宮島、2 番が尾道、3 番 4 番が福山、
広島という城下町でございまして、その次が私どもの町になっております。非常にたくさんの
文化財のある町であります。
今日のテーマでございます民俗芸能、無形の民俗文化財について。民俗芸能の保持団体はこ
れだけございます。人口 2 万人の町でございますけども、神楽団だけで 60 団体あるという、
これは大変なことでありまして、これだけありますと、なかなか団を維持するのも大変だろう
と思われるのでありますが、確かに大変でもあるのですけれども、非常に頑張っております。
ご存じの方もいらっしゃるかもしれません、私どものところは芸北神楽というので有名なの
であります。石見神楽の一種でございます。ものすごく派手な神楽を舞います。頑張ってやっ
ております。そのほかには花田植。今日ちょっと最初のご挨拶にも紹介していただきましたけ
れども、また後の報告でも申しますが、世界無形文化遺産に今推薦していただいているものが
ございます。それから花笠踊。そういうものがございまして、民俗芸能が非常に豊かな町であ
るということは言えようかと思うわけでございます。
そうしますと、これだけたくさんの民俗芸能があれば、その中核となる活用施設として、保
存伝承の中核となる建物として、民俗芸能保存伝承館という建物を建てるというのは一定の理
由があるということは確かであったろうと思うわけであります。
文化財収蔵施設もたくさんございまして、ご覧のように 15 ほどございます。人口 2 万人の
町に 15 の収蔵施設とは、これまた大変な多さではないでしょうか。これは合併してこうなっ
たということもあるのですけれども、四つの町が合併しておりますから、四つの町に平均しま
しても、もともと四つずつあったわけで、もともと多かった。それがさらに多くなっておると
いうことになるわけでありますが、ただ、展示するものがないかと言えばそうではなくて、先
ほどから言っておりますように、指定文化財だけでも質・量ともに随分多くありますので、収
蔵施設そのものの存在意義はあるのではないのかなというふうに思っております。ただそうは
言っても、ここまでたくさんの施設がいるかどうかというのは、これは疑問のあるところで、
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維持管理に苦労しておるのが実際のところであります。
中をご覧いただきますと、上から 2 番目が自然分野の収蔵施設でございます。一番下は産業
と書いておりますけれども、これは民間の収蔵施設でありまして、広島というのは昔の陸軍の
根拠地でありまして、陸軍の師団のあるところは軍需産業としてのふりかけの産地であります
けれども、今でもふりかけが頑張っていて、三島食品というのがうちの町から出ておりまして、
非常にユニークな資料館を持っておられます。
それ以外のほとんどが民俗と書いてあります。有形無形の民俗文化と言いたいとろですけれ
ども、有形民俗文化財の収蔵施設が多うございます。無形のほうは、今日紹介いたします伝承
館が一手に担うべきはずの建物でございました。
町の紹介はそれぐらいにいたしまして、
「「伝承館」を建ててはみたものの」というタイトル
をつけておりますが、「伝承館」という、今日報告いたします建物を建てました。しかしなが
ら、なかなかうまくいかないというのが今日の報告の中心テーマでございます。映っておるの
は、これは先ほど来言っておりました神楽団の芸北神楽でございます。非常に華やかでありま
す。ご覧いただけば分かるかと思いますが、男の人が化粧しとるのは気持ちが悪いという非難
も非常に多いのでありますが、私どもは別にこれで構わんかなという気もいたしております。
非常に派手な神楽でございます。こういうものの保存伝承の中心施設としてつくっていこうと
建てたわけでございます。
概要はこういうところでございます。昭和 57 年 11 月に建てております。鉄筋コンクリー
ト 2 階建てのものでございます。展示もする、収蔵もする、それから民俗芸能の練習もする。
屋外ステージと書いてありますけれど、ここは元の中学校の跡地に建てまして、非常に広いグ
ランドが後ろについております。そこを芝生広場にしまして、屋外ステージの上で実際に公演
もするという、そういう民俗芸能を多目的にいろいろやっていこうという施設としてつくった
わけでございます。非常に期待されまして、「民俗芸能復活の期待かけて」というタイトルに
なっておりますけれども、広域市町村圏、今では市町村合併で聞かれなくなりましたけれども、
昭和のころに広域市町村圏というのがございまして、13 町村が一緒になって建てた建物でご
ざいます。
ところが、「建ててはみたものの」ということです。これは新聞記事でございますが、開館
してすぐの新聞記事であります。事業のメドがたっていないのと、運営体制が非常にひどいと
いう、かなり手厳しい指摘を受けております。実際この通りであったわけであります。なかな
かいいことにならない。何が問題だったかと言うと、この新聞記事にもちょっと書いてありま
すが、財政難という言葉が出ております。伝承館は国、県の補助をいただいて建てた建物です
が、起債も受けているのですが、箱を建てるぶんには財政的な援助がありますれども、後の維
持管理経費、特に人件費については補助がないので全部町負担でやりなさいという話になりま
すから、そんなお金はありませんよということになりますと、箱だけ建てて投げておくという
ことになりかねない。これが大きな問題だったわけであります。
建物を建てて、後どういうふうに活用していくかというのが、当時の目論見書など残ってお
りますけれど、非常に過大な構想を立てております。1 日の来館者が 300 人とか、10,000 人
のイベントをするとか。神楽団の練習場所も毎日使います、展示も見てもらいます、後ろの屋
外ステージのイベントもこれだけ使います、図書室でも資料を見ていただきますという、そん
なのを全部足していけばすごい数字になっていって、非常に活用がよろしいということにはな
るのでありますけれど、フタを開けてみたらそんなことにはならない。大体、行っても人がい
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ない。管理する人間がいないということであります。このため新聞記事にボロクソに叩かれる
という話になっております。
挙げ句の果てはとうとう戸を閉めてしまいました。伝承館は昭和 57 年に開館いたしまして、
58 年の 5 月の連休に戸を開けております。それからいろいろ批判を受けながら頑張ってみた
のでありますけれども、平成 8 年、広島国体というのがありまして、私どもの町はホッケーの
会場になっております。その国体準備室にこの動いとらん館を使えということがきっかけにな
りまして、とうとう戸を閉めました。役場の事務室として使ったり、あるいは倉庫、もの置き
場として使われたりしていたわけであります。元の中学校の校舎の跡地だと申しましたけれど
も、中学校の校庭というのは結構面積が広いですから、伝承館がまず建てられて、ほかに公共
施設を周辺部にいっぱい建てたわけです。役場もここに来ました。ということで、事務所とし
て使うのに便利が非常によくなったので、そういうふうに他のものに使っておった。しかし、
これだけの建物を遊ばせておくのはもったいないということで、何か使い道はないかと考えた
のです。市町村合併しまして、町にとって一番欲しいのは福祉センターだ。福祉センターにな
りそうだったわけでありますけれど、もともとが博物館としてつくっておりますから窓がない。
そんなもんでは使えんとか言って、ぐずりぐずりして、とうとうそのまんま物置として使われ
ていたのが去年までの話であります。
27 年目の再開館と申しましたけれど、最初の 13 年間は開いておったけどあまり活用されて
いない、残りの 13 年間は本当に閉じてしまっていたというので、ほとんど機能していない。
もったいない話であります。何が問題であったのか。新聞で何回もたたかれております。その
ときの問題点として挙げられていることが何点かございます。
まず一番大きな問題は専任職員がいなかったこと。シルバーセンターさんにお願いしまして、
おじいさんが番をしているわけであります。「いらっしゃいませ」は言うけれども、おじいさ
んのことだから昔のことは知っとってだろうというのでシルバーさんにお願いするのですが、
そうは言うても質問に受け答えができない。あるいは調査研究をシルバーさんにしなさいとい
うのは、これは無理な話であります。実際には入館料を徴集するだけという話になります。専
任職員がいないということです。
2 番目として挙げられているのは、そういう民俗芸能の保持団体、町内には神楽団だけでも
60 あります。あるいは民俗芸能を研究されている方もいっぱいいらっしゃるわけであります
けれども、その方々との連携が十分とれていない。当たり前であります。専任職員がいないの
だから、連携をとろうにも連携をとる主体がおらんわけであります。
3 番目としては、周辺町村も含めた地域の協力が得られずに箱だけ建てていること。これは
ちょっと補足が要りまして、一つは広域市町村連合で建てたということにも原因があろうかと
思うのです。広域市町村連合とうのは昭和の終わりごろにやられた制度でありますけれども、
責任の主体がちょっと不明確なところがありまして、広域市町村連合でつくったけれども、じ
ゃあそれが、箱は建てるけれども、あとの管理・運営・活用が、私どもは 13 の町と村ですけ
れども、それが一緒になってできるかと。神楽の盛んなところですし、花田植の盛んなところ
ですし、民俗芸能の上では共通点はあるのですが、それが広域市町村連合としてきちっと機能
していたかというと、そうでもないわけでありまして、館ができた当時は千代田町であります
けれども、千代田町でいいようにしなさいというようなことになっていったのであります。周
辺の自治体の協力も十分にない、地域の中での協力もあんまりないという中で建物ができてい
たということであります。
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4 点目に、資料収集・保存の活動が不十分であったこと。博物館、あるいは博物館類似施設
でございますから、資料を収集し、保存し、さらには研究していくという、そういう活動が当
然必要なわけでありますけれども、十分にはできていなかった。ここはおそらく 1 番目の、職
員がいないというところにまた返ってくる話だろうと思います。
5 点目として、いつまでも同じものが置いてあると。展示が変わらないので行く気がせんわ
いやという話であります。
これらをまとめまして、管理運営体制ができていないままでスタートしたのが問題ではない
かという指摘です。まさにその通りなのでありますけれども、私は、こういうふうにまとめて
みまして、さて、これでいいのかなという気がしてならないのであります。というのは、今か
ら再開館しようとしております。この 1 番から 5 番までの問題点があったとして、ではこれを
全部クリアできたらいいのかと。専任職員を置いて、保持団体と連携をきちんととって、研究
者とも何かネットワークをこしらえて、地域の協力もいただいて、資料をどんどん集めて展示
を更新していけば、じゃあ伝承館がうまく活動していけるのだろうか。何べんも申しますが、
人口 2 万人の町でございます。どんどん減っている。そこの中でかなり大きな、2 万人の町と
してはかなり立派なものを建てていただいている。それが本当に税金を使ってどんどんバリバ
リやれるだけのものに、この五つの問題をクリアしただけでできるのだろうかなという疑問は、
ちょっと持っておるわけであります。しかし困ったな、困ったなというのが一昨年までの状況
であります。
もうちょっとのところで保健センターになるところでした。保健センターにならなかった原
因はお金が要るからであります。またお金の話に戻ってまいります。博物館の壁に穴を開けて
窓をつくらなきゃいけん、ものすごくお金が要るわけだから、強度不足とかいろいろありまし
て、とりあえず頓挫していたということで、町としても困っておった建物であります。役場の
すぐ隣にあるのですが。
そこに出てきましたのが世界無形文化遺産ということであります。これは昨年のことであり
ます。この写真は壬生の花田植という、これは国の指定文化財でございますけれども、これが
昨年の 5 月に世界無形文化遺産に推薦を受けました。1 年たった今年の 9 月には正式にリスト
に載るだろうということで、大変なフィーバーが起きるわけであります。これは大変だと。町
長は喜びまして、壬生の花田植というのも、もちろんせにゃいけんけども、これを保存活用し
ていくための拠点施設というのが要るのではないかと。伝承館が休眠しとるのだから、これを
どうにかしなさいということになったわけであります。これが去年の話であります。
ご存じの方がほとんどだと思うのですけれど、念のために申し上げておきますと、世界無形
文化遺産というのはこういうものでありまして、できたばかりの制度で、まだあまり知られて
いない制度でございます。今日本で 13 件、今日のご挨拶を聞きましたら、これに 2 件プラス
して 15 件になる予定でございます。ほかに 11 件が推薦を受けておりまして、私どもの壬生
の花田植もそのうちの 1 件という話になっております。地元としては非常に喜びまして、これ
は大変名誉なことであると。伝承館も開きなさいという話になってきたわけであります。
ではそのために何をすればよいかということになってまいります。先ほど五つ問題点がある
と申しました。1 番の問題はやはり人だろうと。それからもう一つの問題は、27 年放っておい
て展示がそのままにしてあると。この二つはまずせにゃいけんだろうということであります。
学芸員をお願いいたしました。貧乏な町ですので、正規職員というわけにはいきませんでした
けれども、嘱託学芸員としてお願いし、臨時職員を 2 名ほどサブとして付けております。3 人
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おれば何とかなるかなという話であります。それから展示替え。長いこと倉庫として使ってお
りましたから、ほとんど展示物も片付けてしまっているわけであります。これは全面的にやり
かえにゃしょうがないだろうということで、全面展示替えを現在やっております。
時期もよかったのであります。昨年というのは、行政関係の方にはお分かりかと思うのです
けど、昨年、緊急経済対策が始まっております。国から大変なお金がおりてきて、どんどんや
りなさいということで、こういう老朽化した建物をリニューアルしますと言うと、それはええ
じゃないかということになってお金がおりました。人間のほうも、今度は緊急雇用対策。非常
に若年層の失業率が高くなっておると。緊急雇用で人を雇ってもよろしいよということになり
まして、それだったらやりなさいということで、お金と人とのメドは何とかつきました。
それで開こうとしているわけであります。じゃあこれで問題点は解決できたのだろうかと思
うわけであります。先ほど、長いこと閉めていたときの問題点として五つ挙げられておりまし
た。今、私どもがやったことというのは、まず 1 番の専任職員については、十分とは言えませ
んけど、とりあえず目の前の人間というのは確保できた。民俗学の専門知識を持った学芸員に
来てもらうことができました。それをサポートする者もおります。2 番目の、保持団体、研究
者との連携というのは、これは今一生懸命やろうとしています。特に 60 もある神楽団。この
神楽団の方に連合体をこしらえていただいて、私どもと連絡調整ができるように、60 の神楽
団に一つずつ電話をかけるというのでは話にならないですから、連合体をこしらえていただい
て話ができないかなということを考えております。
3 番目の地域の協力、これもかなり改善されております。非常に協力はよいのですが、ただ、
まだ組織化というところまではいっておりません。これを何とかならんかなというふうに考え
ております。
4 点目の資料収集や保存。いろいろお願いいたしましたら、随分たくさんの資料が集まって
きております。これはただ今収集中というところでありますけど、それを整理する人間もおる
ということで、バリバリ今やっておるところでございます。5 点目の展示の更新は、専門業者
と相談しながら今年度でやる予定であります。今年度いっぱいで全面展示替えをして、来年の
連休までにはオープンしたい。花田植が 6 月の第 1 日曜でございますから、そのときには新し
い体制でお迎えしたいなというふうに思っているわけであります。
その他に私どもが考えついた問題点として、広報活動が、PR が不足していたであろうと。
今ごろのことだからホームページもどんどんやっていきたい。このことも今やっております。
さらには、学校教育とも連携を持って、次代を担う子どもたちに親しんでもらいたい。一生懸
命、学校の先生と手を結んでやろうとしております。
今、私どもが考えついた限りはこれだけであります。これを一生懸命やろうと今しておるの
でありますが、本当にこれだけで、いいことになるのだろうかなという疑問がどうしてもあり
ます。担当者がそういう疑問を持っておったのではええことにならんわいと言われるかも分か
らんのでありますが、お金をかけて、人を付けて、バリバリやって、本当にそれだけでいいん
だろうかなという気が、どうも私はしてしまうわけであります。
今年の 9 月がユネスコのリストに上がるはずだったので、期限も迫っているのでバリバリや
っていたのでありますけれども、今現在の状況を示すのに日付を入れておきました。今年の 6
月に、無形文化遺産の登録が今年度はなしになりましたよという連絡を受けております。先送
りになって、実はほっとしています。まだ体制が整わないままに本当にリストに登録されて、
どんどん動き出したときに、また後追いになってしまって、こちらの対応ができないままに振
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り回されるのではないかと思っていました。時間をいただいたというのはむしろありがたいと
いうのが担当の者の率直な思いでございます。
しかしながら、何とかせにゃいけん。特に先ほど来申しました過疎高齢化の町、町自体がだ
んだんしぼみよるわけであります。民俗芸能の伝承というのもだんだん難しくなる。壬生の花
田植に牛が出るわけでありますけれども、牛を飼う人がいなくなる、牛自体がいなくなるとい
う状況がもう目の前に来ております。その中で何とかせにゃいけんなというのがあるわけであ
ります。小康状態じゃと言っても、いつまでも放っておくわけにはまいりません。ではこれか
らどうしていこうかという話でございます。
この写真は、私どもの町では神楽が盛んだと申しましたけれども、私どもの神楽には旧舞と
新舞というのがございまして、細かい話をするわけでありますけれども、昔からやっていた神
楽と新しくリニューアルされた神楽と 2 通りございます。これはその中の旧舞というほうであ
りまして、今ぶら下げております縄というのは、あれは託綱という綱であります。蛇の格好を
しております。蛇をこういうふうに柱にぶら下げまして、大勢で振り回して、そのうちに神憑
かりをするという、託宣をいただくという、そういう神楽であります。これはお宮の拝殿でや
っておるところでありますが、氏子の方がたくさん見ております。今年の 10 月の写真であり
ます。
こういう過疎高齢化の町で民俗芸能の保存伝承についての建物を建てていくときに、私は生
涯学習課の職員でございます。生涯学習というのは何のためにするのかなということを考える
ことがあるわけでありますけど、いろいろあろうかと思うのですけど、町民の方というと、端
的に私でありますけれど、私が 1 日 1 日を毎日幸せだなと思って生きることを、サポートする
というか、一緒にさせていただくというか、それが生涯学習なのではないかなと思っておりま
す。私が、自分が幸せだと感じることができること。自分が幸せで、あるいは私の住んどると
ころがいいところだと思うことができる。自分を肯定するという、そういう気持ちを持ってい
ただく。そういうのが生涯学習の仕事なのではないかなと。私がいいとか悪いとか、自分の住
んでいるところがいいとか悪いとかいうのは、客観的にどうこうというのでなくてもいいわけ
であります。私が思えばいいわけであります。わしはこれでええと思うことができるかどうか
ということだと思うわけです。他所と比べるといろいろ問題が出てくる。そのお手伝いをする
のが私どもの課の仕事ではないかなと。それで、特に文化財という立場から関わらせていただ
いている。この有形無形の民俗文化財を保存し伝承していくことが自分にとってよかったなと
思えることに役立てるように、私の立場からお手伝いするのが仕事ではないだろうかと思って
いるわけであります。
しかしながら、実際にはどうなのか。ここに映っとる方はええ顔、表情されとるわけであり
ますけれども、年寄りの多い町であります。実際に、お祭りでないときにお宅に伺ってみると
言われることは何かと言うと、
「つまらんようになりました」ということです。
「つまらんよう
になりました」というのは、自分の体が思うように動かなくなったということ。足腰が立たん
ようになりましたと。耳が遠くなりましたと。つまらんようにと。自己肯定の反対、自己否定
であります。私はつまらんと。もう一つ言われるのは「寂しゅうなりました」。寂しいという
のは何かと言ったら、周りの家が減ってきたと。昔はバスが通いよったけれど、今はバスが通
らんようになったと。買い物もできないようになった。寂しゅうなりました。これは地域に対
する否定、自己否定なのです。つまらんようになったものが、寂しい町に住んでいたのでは、
これはええことは一つもないわけでありまして、自己肯定の反対の自己否定になってしまう。
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それではいかんだろうと。状況を変えることはできませんけれども、その状況を私がどういう
ふうに捉えるかという、捉え方を変えることはできるはずなのです。その、捉え方を変えると
いうことを生涯学習の立場で何とかできんかと思っとるわけであります。
私どもの町でスローガンにしておりますのが、自然と田園文化の町であります。人口密度が
1 平方 km に 32 人しかいないというのはひどいかもしれないけれども、自然は豊かなんだ。
その自然も単に人の手の入らない自然が豊かなのではなくて、人間と密接に関わってできてき
た自然なんだと。里山という言葉がございますけれども、そういう中に私どもは暮らしている
んだと。文化というのも、そういう自然と私ども人間との関わりの中でできてきた文化なんだ
と。それはどこにでも普通にあったものなのだろうけれども、そのことこそが素晴らしいんだ
と思うことはできんのじゃろうかと。
民俗芸能にしても、その自然と文化の中でできた私たちの町の民俗芸能を素晴らしいという
ふうに思うことはできないだろうかと思うわけであります。それを再発見なり再認識なりして
いただく。まずは町民の方に再発見・再認識していただく。他所から来た人はまたそれを見て
「おお素晴らしい」と喜んでもらえばさらによろしい、ということができないかなというふう
に思っているわけです。
秋祭りの写真が写っておりますけども、ここに来ていらっしゃる方は非常にいい表情をされ
ています。あるいは神楽団の方も若い人がどんどん入ってきて、バンバン舞いよるわけであり
ます。銭金言ったら絶対いいことにならないのに、大変な労力と大変なお金をかけて 60 の神
楽団が毎日舞っているわけであります。今の季節でしたら毎週土曜日には必ずどこかで神楽を
舞っているわけです。そういうのをもっと大事にしていかにゃあいけんのじゃないかと思って
おるわけであります。
私どもは来年、昔の農機具を使った農作業の復元をやってみたいと思っているわけです。も
う全部、昔どおりの手づくりの農作業をやってみたい。機械化する前の農作業です。これを言
われたのは実は地域の方でした。小学校の旧校舎に、もう使われなくなった農機具をいっぱい
寄付していただいている。山ほどある。それを何とかならんかというので、自分らでやってみ
たいと教育委員会に声がかかりまして、それはしてくださいと。教育委員会は記録に撮らせて
ください、ビデオを回しますと。事業主体は地元の方で、私どもがビデオを撮って記録保存を
するということを来年計画しております。何年か前に、試行的に子どもを集めて、昔はこうい
うことをしていたのだと、農作業の復元をやったことがあります。子どもも喜びましたけれど
も、一番喜んだのはやっとるおじいちゃん。もう生き生きとしてやられます。そういうことを
お手伝いするのが私たちの仕事なのではないかなという気がしておるわけです。その拠点とし
て民俗芸能保存伝承館ができないかなというふうに思っております。
「「協働」を合言葉として」というのは何か、くさい言葉でありますけれども、
「協働」は私
どもの町の新町建設計画の中に出てくる言葉です。ついでに申しますと、この写真は壬生の子
ども田楽、壬生の花田植の子ども版でございます。壬生小学校というのがありまして、そこの
3 年生、4 年生が全員参加してこういうふうにやっております。後継者育成の一環でもあるの
ですけれども、子どもたちは喜んで何かやっております。役場が何かするとかいうのではなく
て、地域と役場とが一緒になってつくり上げていくことができんかなというふうに思っておる
わけです。それが一番大切なことなのではないのかなと思っておるところであります。何か役
場のほうから一方的にお願いするとか、あるいは役場に言ってしてもらうとか、どっちもあま
り好ましくない。一緒になってやっていくということができんかなというふうに思っておると
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ころであります。
あまり無理をせずに、世界無形文化遺産は非常に名誉なことでありますけれども、それで舞
い上がらずに、無理をせずに、地域の方の役に立つというか、生きがいになるような館になっ
ていけばいいかなというふうに思っておるところであります。
以上で報告を終わらせていただきます。
司会

はい、ありがとうございました。そうしましたら、まだ 10 分近く時間がございますの

で、ご質問を受け付けたいと思いますが、いかがでしょうか。挙手をお願いいたします。
永松敦（宮崎公立大学人文学部） 宮崎公立大の永松です。大変ご苦労の多い活動だったよう
で、私も宮崎県の椎葉の博物館をつくりましたときのことを非常に感慨深く思い出しました。
ちょっとお伺いしたいのですが、この件とは別に、北広島町は草原の保護でも有名になってい
ると思うのですけれども、2 年前ぐらいに草原のサミットをやっていたと思うのです。そのあ
たりの野焼きの件でこれと関係することがございましたら教えていただければありがたいの
ですが。
六郷

先ほどもちょっと申したかと思うのですが、早口で申しましたので、記憶に残っておら

れないかもしれません。「文化財収蔵施設一覧」というのを出させていただきました。この上
から 2 番目に「芸北

草原の自然館」という建物をつくっております。これは町の豊かな自然

が町の大事なところなんですよと、豊かな自然と文化だと先ほど申しましたけれども、文化の
ほうは、人間の営みのほうは施設がたくさんあるわけです。でも自然分野の展示施設というの
はこれだけでございます。これがまた平米数から言いましたら非常に少ない展示施設なんです
が、対象が自然なのだから展示はむしろ付け足しだと、外のフィールド全部が展示物だという
発想法でやっておる館でございます。ここにも学芸員が 1 人付いております。草原あるいは湿
原、湿地というのは非常にデリケートな場所で、放っておくとすぐに湿地でなくなるところで
ありますが、そういうところを保存していくために地元の方を巻き込んで、町だけではとても
できませんので、草刈りをしていただいたり、あるいは野焼きをしていただいたり、野焼きと
いうのは湿地帯とはまた別のところなのですが、昔の牧草地でございます。人間の手が加わっ
た自然というのは放っておく自然とはまた違う動植物が豊富にいる。それは常に人間の手が加
わった状態にしておかないと、伝えていくことはできない。ご承知の方がいらっしゃるかと思
いますが、最近松茸が採れなくなったというのは、あれは人間が山を構わなくなったからであ
ります。人間が山に入っていくことによって松茸も採れていたのですけれども、入らなくなっ
たら松茸も採れなくなるということで、そういう人と自然の関わりの中での自然を残していく
ことができないかなというのをやっているのがこの 2 番目の館でございます。そういうような
こともしております。
司会

ありがとうございます。よろしいでしょうか。そうしましたら、次の方。

浜島司（まつり同好会） まつり同好会の浜島と申します。私は飯田の美術博物館のほうの仕
事で、遠山谷のほうで 3 年ほどいろいろ勉強させていただきました。あそこには、霜月祭があ
るわけですが、今年はもう 2 カ所ほどできないというようなお話もあります。先ほど、地元の
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置かれた現状を見て、よいところを見つめ直そうというようなお話もありましたが、いろんな
芸能を続けるのにどうしてもやっぱり若い人が必要だと思いますので、そのためには、そこで
住んで生活できるような状況をつくらないと、過疎化は止まらないと思います。そうなってく
ると、ちょっと一つの町とかでは難しい問題もあるかと思いますが、若い人たちがそこで住ん
でもらって、そこに生活して、そこの文化を継承していくと、そういうことでないと、ちょっ
といいところを見ようというだけでは何か一時しのぎに近いものになってしまうのではない
か。そういうことになると、一町村とか一地域ではかなり難しい問題になってきますが、そう
いうものもやっぱりどこかで声を上げて働きかけていかないと、進まない。どこかで池に石を
投げて波紋を広げてもらわないといけないのかなと、そのへんについてどのようにお考えです
か、ちょっとお聞かせください。
六郷

おっしゃる通りなのであります。根本的に、一番はとにかく人がいないようになったと

いうことがもとでありまして、先ほどの壬生の花田植にいたしましても、稲作農業自体が変わ
ってきておる。まずは稲作、稲をあまりつくりなさんなという政策が一つございます。もう一
つは機械化ということがあって、農作業の行程自体も全く変わっている。その中で牛を入れて
田を掻くということはどうなるかということになるわけであります。今ごろの牛は田なんか入
ったことはないわけです。そうするともう 3 カ月ぐらい前から、まず田に出る訓練をするわけ
であります。だから昔の花田植のあり方と今のあり方というのは変わっているのは事実だと思
います。だけど、ではその牛を飼っている方はどうなのかと言ったら、年間、たった 1 日のた
めに 1 年かけて牛を飼っておられるわけです。皆さん晴れをするのが非常に楽しみで一生懸命
やっておられるわけです。それがいいか悪いかというのはまた議論のあるところだと思うので
す。
あるいは神楽団にしましても、非常に神楽団の人が頑張ってやっておる。だけど、仕事は地
元にはないわけです。そうすると、どうなるかと言いますと、市内から 1 時間、市内というの
は広島市のことになりますけれども、広島市から車を飛ばして帰ってくると、それで練習に参
加する。そうまでしてやりたいという思いがあります。そういう人の思いを大事にしていかな
ければいけんのでありますが、しかし、であります。それがいつまでも続くという保証はない。
そうしますと、民俗芸能が廃れるということもあるいは起こり得るのではないかなという気は
しています。そのときに、担当者がこういうことを言うのがいいのか悪いのか分かりませんけ
ども、保存しなければいけないからというので、無理矢理どうでもこうでも保存しなさい、生
活を犠牲にしてまで保存しなさいというのは、ちょっと担当としては言いにくいところでござ
います。生活をした上で、できる範囲で精いっぱいのことをしてくださいというのが今の私ど
もの言い方でございます。
司会

実は六郷先生にお出でいただいたのは、私がお声をかけたのですけれども、今日はあま

り先生はお話になりませんでしたが、北広島町のここの神楽は、ある意味では近年、一番注目
を浴びている神楽でして、館のある有田の有田神楽団なんかも中国地方の神楽をご存じの方で
したらよく知っていると思います。それから、最近では中川戸とか、いくつかの神楽団がいわ
ゆるスーパー神楽というのを始めて、若い人にもすごく人気があるし、若い舞手もどんどん入
ってきているし、中にはお囃子なんかで女性が入るようにもなったりしている。そういうすご
く現代的な展開をされている場所でもあるのです。ほかの民俗芸能の状況を知っていると、逆
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に北広島の神楽なんかはむしろうらやましいぐらいだと私なんかは見ているんです。そういう
こともあって、もちろん地元の生活が大変だということもありますでしょうけれども、そうい
ったものをこれからの館の再開館というか、活動にどういうふうに活かしていくのかなという
のは、私なんかもすごく期待をもって見ております。
それから私も六郷先生に聞きたいことがございまして、恐らく北広島の民俗芸能伝承館は、
いわゆる伝承館という名前を付けて、民俗芸能の単なる展示施設ではなくて、練習場とかも併
設した施設として始めたものでは、私が知っている限りではかなり早い時期の施設だったと思
うんです。実を言うともう一つ、芸北民俗博物館というのも、実は国が補助金を出して、民俗
資料の収蔵施設としてつくったものでは相当早い時期の例であったはずで、ある意味では民俗
資料館とかこういう伝承館みたいなものの先駆け事例だということもあって、ちょっとお話を
聞きたいと思ったのです。そういったことも含めて、伝承館というのがどういうアイデアで出
てきて、何がなかなかうまくいかなかったのかというのは今日の話でもちょっとありましたけ
れども、どういう発想からこういうものが生まれたのかというところだけ、ちょっとだけお聞
かせいただけるとうれしいのですが。
六郷

フォローしていただいたのでありますけれども、ご指摘のように、芸北民俗博物館、こ

の表の一番上の建物でございますけれど、これは昭和 34 年だったでしょうか、できておりま
す。民俗博物館としてはかなり古い例だろうと思っております。非常にいい展示でございます。
建物自体は古いのでありますけれど、よく吟味されている。聖湖という湖があるのですけど、
水力発電所ができて村がまるまる沈むということで、その村の方から当時の生活に使っていた
ものを寄付していただいて、ワンセット生活用品を博物館に入れたわけです。建物のほうも湖
に沈むわけでありますから、一番代表的な家を移築いたしまして、博物館の横に建てておりま
す。ということで、昭和 35 年という年に限って、そのときの生活の様子をまるごと真空パッ
クで置いたような形の博物館でございまして、非常に年代が特定された、非常によろしい博物
館です。そのときの暮らしの写真も撮っていて、あまり点数は多くないですけれど、中に展示
しておりまして、非常によいわけでありますけれども、そういうふうなこともやっております。
それから、民俗芸能保存伝承館というのは、先ほどご指摘ありましたように、確か関東地方
にもう一つ、埼玉の「技の博物館」であったと思いますけれど、それとセットでこの私どもの
伝承館が考えられたというふうに聞いております。モデルケースとして西と東に一つずつこし
らえてみて、それまでは有形のほうはともかくとしまして、民俗芸能のような無形の民俗文化
財を博物館でどうこうするというのはなかなか難しかった。今でも難しいわけでありますけれ
ども、その何とかするのに、私どもの地域に、先ほどちょっと申しましたけれど、非常に民俗
芸能が豊かなところでありますから、ここなら何とかなるだろうということで、つくられた建
物であります。
司会

ありがとうございます。すみません、私のほうから質問しましたけれど、ほかに何かご

ざいますでしょうか。
内田幸彦（埼玉県教育局市町村支援部） 埼玉県教育委員会の内田と申します。今、設立当初、
それから今準備をされている館の大きな目的というか、例えばどういう方にどういう利用をし
ていただきたいというふうにお考えなのかというのがいまいちよく分からなかったのですが。
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例えば練習施設というお話がありましたけれども、そもそも練習施設というのが不足をしてい
たというか、そういう事情があってつくられたのか、あるいは外から芸能を見に来られる方の
ガイダンス施設という位置づけがあるのか、あるいは観光だとか、そういったものとの関わり
というのはどういうふうにお考えなのかというのを、過去と現在とお教えいただければありが
たいのですが、よろしくお願いします。
六郷

今日の報告でまさにそのことを言わなければいけなかったのだと思うのでありますが、

設立当初の目的というのが、総花的という言葉が的確かどうか分かりませんけれども、まだ何
をどうしていいか分からない状態で、とりあえず建物を建ててみたと。民俗芸能をどうにかせ
にゃいけんから、建てて考えてみよう、そのために何が必要か、考えられるものはみんな引っ
付けておこうというような感じの館なのです。だから練習もする、展示もする、発表もする、
収集もする、図書室もあれば、研修室もあると。もとはこの 2 倍の規模の建物を建てる予定だ
ったそうであります。もちろん学芸員もいて。ところがそれで動き出したところで、財政難で
地元がストップをかけまして、2 倍の規模の建物を建てたら地元負担も 2 倍になるわけであり
まして、そんなたくさんの金は出せませんということで、全部を 2 分の 1 にスケールダウンし
て建てられたのが今の建物でございます。
そうしますと、展示施設も思ったものの半分、収蔵施設も半分、練習も半分と、コンパクト
にまとまってはおりますけれども、どれもこれも中途半端で、あまり有効に機能しないという
のが設立当時からの問題点であります。ただ、小さいなら小さいなりで動かすことはできるわ
けでありまして、一番の問題点はご指摘のように何を本当にしたいのか、後継者の育成なのか、
展示なのか、収集なのか、それが絞り切れずにとりあえずやってみたというところが一番大き
い問題点じゃなかったかというふうに私は思っております。
そうしますと、今度は来年には再開館しようとしているわけでありますから、今度はターゲ
ットを一つに絞ってバチッとなさいという話に当然なるわけであります。ところが町の意向は
先ほど来の報告でもお分かりかと思いますが、とにかく世界遺産なのだと、観光客なんだとい
うのが町の思いでございます。私は、それはあながち悪いことではないと思っております。観
光と文化財の保存活用というのは対立するものではなくて、これは共存していくべきものなの
だと。ただし振り回されてはいけない。観光客のためのみにある施設にしてしまってはまずい
けれど、観光客にも対応できる施設なら別に構わないのではないかというふうに思っておりま
す。これは税金を使う施設として、当然担当者としては考えなくてはいけないことだと思って
おります。だけど本当の目的というのは、やはり地域の人にとって民俗芸能を担っていく拠点
となる、そしてこれから担っていく子どもたちにとって役に立つ建物にしていきたいなという
のが一番で、それを本当にきちっとやれば、観光客の方にも喜んでもらえるのではないかなと
いう気がしております。
司会

よろしいでしょうか。ありがとうございました。ほかにございますでしょうか。もうお

一方どうぞ。
守山高（春日部市教育委員会社会教育部） 春日部市教育委員会の守山と申します。民俗芸能
団体が 60 団体あるということですが、後継者養成の補助とかというのはどうされていらっし
ゃるでしょうか。
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六郷

神楽団は 60 団体ございますが、まだ合併したばかりで新町としての組織ができておら

んのですけれど、一部旧町単位の組織がございまして、補助金を年間 5 万円でしたか、7 万円
でしたか出しております。個別の神楽団は個人、自分で頑張ってくださいというのが町のスタ
ンスであります。
守山

すみません、もう一つだけよろしいでしょうか。保持団体の連合会を組織されていると

いうことなんですけれども、こちらは行政主体で団体さんに呼び掛けをされたんでしょうか。
六郷

連合会ですけれども、私のほうの町は四つの町が合併してできた町でありまして、その

うちの 3 つには連合会ができております。これは行政が呼び掛けて、しかし運営のほうは自発
的に団のほうでやっていただいている。あとの 1 つはできていない状態であるので、なかなか
新町として動いていくことが難しい状況にあるので、これは何とか組織したい。組織するとい
う言い方をしておりますけれども、最初はやはり行政のほうから呼び掛けて、組織をつくって
いただけないかどうかと。あと組織さえできたら、今度は中で役員をつくっていただいて、自
分らで回してもらえないかというのが私どもの思いであります。
守山

ありがとうございました。

司会

よろしいでしょうか。そうしましたら、少々時間もおしてしまいましたので、六郷先生

の発表はこれで終わりとさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
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生活文化伝承のために博物館ができること・できないこと
─「体験博物館」がめざす先̶
千葉県立房総のむら上席研究員

司会

榎

美香

定刻になりましたので、午後の事例報告を進めさせていただきたいと思います。3 件目

の事例報告になります。千葉県立房総のむら上席研究員の榎美香様より、「生活文化伝承のた
めに博物館ができること・できないこと─「体験博物館」がめざす先̶」ということでお話を
いただきます。榎さん、どうぞよろしくお願いいたします。
榎美香（千葉県立房総のむら上席研究員） 皆さまこんにちは。千葉県立房総のむらの榎と申
します。生活文化伝承のために博物館ができること、あるいはできないことということで、私
がただ今勤務しております千葉県立房総のむらという、体験博物館と銘打って活動している博
物館の内容をご紹介しながら、皆さんと考えていきたいと思っております。
千葉県立房総のむらは、位置的には利根川と印旛沼の間のあたり、成田空港から車で道路を
真直ぐに 20 分くらいの距離にございまして、外国人の観光客の方も多くいらっしゃいます。
けれども、竜角寺古墳群という百あまりある古墳群の中の鬱蒼たる山の中に、敷地 51 ヘクタ
ールという広い面積の、いわゆる野外博物館、民家園のような形の博物館でございます。
お手元にお配りした資料の 1 ページ、あるいはレジュメの 1 ページを併せて見ていただけれ
ばと思うのですが、資料の 1 の左側に地図がございます。この敷地内に商家の町並みですとか、
農家がいくつか、あるいは農村歌舞伎舞台、また考古系の資料館、移築民家などもございます。
この博物館の概要でございますけれども、館の使命というものをうたってございまして、伝
統的な暮らしや道具、ものづくりの技、これらを保存・継承し、新たな価値を見いだし、展示
や体験を通して歴史や文化を学ぶ博物館を目指す。歴史や自然を愛する心を育み、伝統文化の
理解や学習、地域づくりを支援する、ということで、これを指針として活動しているわけです。
開館いたしましたのは、ちょうどバブル真っ盛りから最後のころですか、昭和 61 年に一部公
開開始ということで、その年から、後でご説明しますが「演目」という色々な独自の活動を開
始いたしました。平成 4 年に順次つくっていった施設が全部出来上がって公開。平成 16 年、
隣接しておりました考古系の風土記の丘資料館と合併いたしまして、現在はこの両方合わせて
房総のむらということで運営しております。平成 18 年には指定管理者制度が導入されまして、
現在は財団法人の千葉県教育振興財団、主に発掘ですとか、埋蔵文化財の保護をもともと請け
ていた財団が母体となりますこちらの財団で、千葉県から管理運営を任されているという状態
でございます。私も財団職員という立場でございます。
この合併に伴いまして、資料 1 にございますように、右側の「ふるさとの技体験エリア」、
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それから「歴史と自然を学ぶ風土記の丘エリア」ということで、旧風土記の丘の部分と旧房総
のむらの部分の二つに大きく分かれて活動しております。今回は無形民俗文化財に関するお話
ということでしたので、主に旧房総のむらエリア、「ふるさとの技体験エリア」に限定して、
お話しさせていただきたいと思います。
この「ふるさとの技体験エリア」の設定ですけれども、いわゆるテーマパーク的な考えも多
少ございまして、時代ですとか地域の設定がございます。時代は幕末から明治時代。ただ実際
には開館から二十数年たちますとだんだん時代性も崩れてまいりまして、昭和初期ぐらいまで、
大きく日本人の生活が変化する前ぐらいまでを対象としております。
地域としては、房総のむらということですので、千葉県域、房総半島の地域のある町や村を
再現した施設というコンセプトになっております。またその中に建っております建造物、すべ
て実物ではなくて再現、新しい部材でつくったものです。房総各地を現地調査いたしまして、
それぞれの地域の代表的なモデルをいくつか選定して、これが一番この地域の代表的な形だろ
うと思われるような民家ですとか、民具類を選定して、それを新たな部材で全部つくり直した
ものです。ですので、実物資料ですとそれを使ってしまって消耗させてしまうのが問題になる
場合もあるのですけれども、レプリカですので、全部入館者の方がそれに触れて使ってみると
いうことができるわけです。
また大きな広い敷地の中に、町場、農村部をそれぞれつくったわけですけれども、その周り
の景観としまして、田んぼ、畑、里山、村境とか、墓地などというようなものもつくりまして、
全体として「房総のむら」という施設を形づくっております。
また、先ほどの 2 番の建造物、生活用具などは、有形展示というか、いわゆる博物館の中の
モノ、目に見える形の部分ですけれども、それ以外の目に見えない無形の事象をその舞台設定
の中で再現していこうというのが最終的な目的でございました。そのために、生活技術の実演、
体験を常時やっておりまして、これを当館では「演目」と呼んでおります。士農工商、各立場
の業種の中のそれぞれの生活文化をそれぞれの場所で粛々と 1 年間通して、その季節に応じて
繰り返し毎年行っていくと。そこに見学者はその時々に来て、そのときにやっているものを見
て、自分もやってみると、そういう感じかと思います。ですから、この無形展示の再現方法は
各種演目と呼ぶものを通して皆さんに体験していただくという形になります。例えば右側に、
今日の演目暦の部分のページをコピーしてまいりましたけれども、11 月 18 日木曜日ですと、
今日は農家ではさといも掘りとか炭焼き、機織りのコース、あとは武家屋敷で茶の湯やお点前、
それから商家のほうでお煎餅を焼いて食べたりとか、染物、藍染めの型染め、あるいは摺りも
の、畳を使ったコースターとかちょっとした千代紙ろうそくとか、そういう簡単なものからち
ょっと難しいものまで、色々なものを毎日日替わりで行っている。大体その数は 1 年間に 300
種類以上ということで、風土記の丘も含めますと 350 種類以上の演目をやっております。
演目の中にも種類がいくつかございまして、広く浅い入り口の部分と、だんだん上達してい
くにつれてもっと学びたいという方もいらっしゃいますので、それに応えるための上級コース
まで設けております。一番簡単なものとしては、子どもたちでも簡単にできるような、全く予
約も要らずにフラッと来てパッと体験できるような随時体験というものを設定しております。
それから、予約が必要で 1 回やってみようかということでお電話をいただいてやる通常体験。
それから何回か通っていただいて一つの体験ができるという連続予約体験。それから、もっと
もっとという要求に応える形で達人コースということで、これは多いものでは 30 回ぐらいと
か、毎週 1 回通っていただくコースが設定してございます。またそれらとは別に、学校・団体
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の方に対応するために団体体験ということで、15 名から 40 名ぐらい、学校の 1 クラス分ぐら
いが一緒に体験できるような、1 時間くらいの子どもたちでも飽きないような学習体験のプロ
グラムをいくつか用意しております。
大体、房総のむらで昨年度の入館者数は 26 万人ぐらいだったのですけれども、そのうちの
半分近く、約 11 万人が何らかの体験をして帰っていただいております。結構、割合的には多
いのかなと思いますけれども、そのうちの 7 万 5 千人はこの随時体験、フラッと来て簡単にで
きて、パッと帰るという方です。団体体験は 2 万 5 千人、これはほとんど小学校の子どもたち
を先生が連れていらっしゃる場合が多いのです。そして残りの通常体験、連続予約体験、達人
コース合わせて 1 万人という、そんな割合になっております。午前中にご報告いただいたよう
な地域に密着して本当にご努力されているような地域博物館の方と比べるとちょっと浮いた
ような形で、利用者の方も県外の方もかなり多いという状況です。資料の 3 ページを見ていた
だきますと、平成 22 年度現在の演目メニュー、ざっとしたものを書き上げてございます。
印が実演のみとか展示のみ、網かけが随時体験、それ以外は予約を要する体験という形になっ
ております。まずは農家の演目をご説明します。千葉県は、北のほうから下総、上総、安房と
いう三つの地域に分けることができます。安房が一番房総半島の先の南のほうなのですけれど
も、この三地域の代表的な農家として、上総の農家、下総の農家、安房の農家という三棟を建
てておりまして、そこでそれぞれの地域の色々な演目をやっているわけです。それも分類がい
くつかございます。まず農事暦、これはいわゆる農作業です。日々の農作業を敷地内の田んぼ
とか畑でやっていって、そこに入館者も参加していただく。その中に炭焼きですとか、そうい
うものも入ってくる。
それから次は食品加工。いわゆる食文化の分野ですけれども、主に館内にある自然物を使っ
て食品に加工していくということをやっております。これは※印が結構この部門に多いのです
けれど、以前は体験者を募ってやっていた部分もあるのですけども、実は意外とこの食品加工
は準備が多くて効率が悪くて、その割にあまり参加者が多くとれないということで、今は実演
のみになってしまった部分もございます。
あと手工芸、これは言わば文化財の分類で言えば民俗技術に当たるようなものが多いのです
けれども、なべ敷き作りから始まって、柿渋とか、機織りの技術、もっこ編みとか、むしろ織
りとか、みの作り、非常に地味な地道な作業のものも結構ございます。これも自然物を採集し
て、草を刈り集めて干してとか、そういう手間が非常にかかるものが多い割には体験者の数が
あまりとれないので、そういうものはだんだん、やっぱり指定管理になった影響もあるのです
けれども、効率性を求める中で体験者をとらずに実演のみを残すというものも多少増えてきて
おります。
それから生活歳時記という、これはいわゆる年中行事ですけれども、これはほとんど展示の
部分です。それから子どものあそび。これはアミカケが多いのですけれども、子どもたちでも
簡単にできる、当日すぐ来てできる体験がございます。
では写真をちょっと交えていきたいと思いますが、こちらは上総の農家で行っております生
活歳時記の「虫送り」という行事です。実際は山武市というところでやられていて、これの 8
倍ぐらいの大きさの大きなヤグラに子どもたちが 1 段ずつ中に入って、おこもりして、最後、
火をつけるという行事ですけれども、それを再現したものです。子どもたちを館内で募りまし
て、太鼓をどんどん叩きながら田んぼの畦の所に置いた麦束に火をつけながら回りまして、最
後にヤグラを燃やす。結構、この火を燃やすだけでも子どもたち集まってきますので、その行
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事の内容などを説明して、ご紹介するという形でやっております。
次は下総の「犬供養」という安産祈願の女人講で行われる行事ですけれども、死んだ犬を供
養して安産を祈願する。このつくりものなんかも全部館内でやっております。この二股の木、
これが安産祈願のシンボルなのですけども、これを持っている女性と、あとそれを見ている姉
さんかぶりの女性の 2 人、この方々は学芸員ではなくて、房総のむらで雇用している技術員と
いわれる方々で、準職員のような感じなのですけれども、その方々がほぼ実際には行事をやっ
て解説もしていただいているという感じです。やっぱり子どもさんが参加されると大人の方も
みんな必然的についてきてくださいますので、村境まで行って、これを埋めてお参りするとい
うところをやっております。
これは同じような「人形送り」という災い祓いの行事ですけれども、もともと現地でつくっ
ておられた方から習って、このお人形を館内の職員がつくると。現地ではこれはもうやってい
ないのです。やっていた方はお亡くなりになられて、もう今では現地ではやっておりません。
ただ、最後はご高齢だったのですけれども、そのときにお聞きしたやり方でそのまま粛々と館
内でやっているということです。つとっこにおにぎりを入れたりして、子どもたちに戦わせて、
勝ったほうの人形だけを村境に立ててくるというような行事です。
これは下総の「おびしゃ」ですけれど、なかなかおびしゃは再現が難しくて、もっぱらこの
情景、お料理とか飾り物の再現展示をここではやっています。お料理なんかも裏にある厨房で
みんなで前の日から仕込んで、職員と技術員でみんなでつくるわけですけれども、これももと
はモデルの村のお料理のやり方を全部聞いてきて、最初はやってらした方を講師に招いて教え
ていただいていたのですけれども、今では講師はいらっしゃらなくても、毎年のことですから
ノウハウも蓄積されていまして、館でみんなでつくっていく。こんなお料理をつくって、飾り
物も毎年つくり替えていく。
こちらは食品加工なんですが、お醤油をつくったりもしています。お味噌はよく農家で手づ
くりするのですけれども、お醤油をつくるというおうちは結構少ないようでして、これは北総
地域の家のやり方を、最初は先生を呼んできて教わったものです。これは麹。お豆を煮たもの
に麹を交ぜ込んでしばらく、3 日か 4 日、昼夜問わずひっくり返して発酵させないといけない
ので職員も大変なんですけれども、これを漬け込みます。こちらは前の年に漬けたものを体験
者が実際に絞って持ち帰るということをやっております。
次は災除けで村境にあるものを時々つくり替えたりしています。こんなものも今はもう現地
ではやっていないものも結構ありまして、それを受け継いで、房総のむらでは伝承していると
いうことです。
これは上総の七夕馬です。
以上が農家の部分だったのですけれど、それ以外にも武家屋敷ですとか商家のほうで同じよ
うな演目をそれぞれ行っております。細かい内容は資料の 4 枚目とか 5 枚目にあります。資料
のように、時間や定員、用意するものなどを設定してやっております。
では商家のほうも続けて少しご紹介します。商家の部分は主に職人さんの技術といった部分
が中心になるので、なかなか伝承・継承が難しいのですけれども、この写真は「大工の技」と
いうことで、年に 1 回大工さんに来ていただいて土台づくりから始めて家を 1 軒、構造だけつ
くっていただくのです。こんな軸組みなんかもちょっと珍しいものを見せてつくっていただき
ながら、棟上げをしまして、つくりながらその脇で色々な展示をしたりですとか、軸組みのや
り方、あとは木の材質の見本コーナーや、古い大工道具を並べたり、あと実際に大工さんがカ
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ンナがけの体験を指導してくださったりしています。その脇でうちの館の技術員が、子どもた
ちに角材でサイコロをつくってもらって、カンナがけとか、ノコギリの使い方とか基本的なこ
とを指導する、そんなことをやっております。出来上がった家は、今度は「左官の技」という
体験で利用しまして、左官屋さんが昔ながらに壁塗りを実演してくださる。それを体験者の方
もやってみようということで、一緒にやっています。これは今では珍しいかと思うのですが、
土蔵の壁づくりです。これは最後、子どもたちが泥団子をぎゅうぎゅう押し込んでやるので、
みんな非常に喜んで大好評の人気のある体験なのですけれども、この壁づくりなんかもやって
います。ナワジマイなんかは左官屋さんも土蔵の注文が今は現実にはないので、「房総のむら
で年 1 回やるだけだから忘れちゃったよ」なんて言いながら、思い出しながらやっていただい
ているという感じです。
商家はわりと簡単で楽しくという体験が多くて、張り子の絵付けとか、せんべいを焼いてみ
たりちょっとした小物をつくったりという簡単なものもやっております。
あとは職人さんの、これは樽屋さん、野田の醤油樽の樽屋さんですけども、樽を一つつくる
体験というのはなかなか難しいので、ここでは小さなミニ樽でカップをつくっています。樽づ
くりの構造は同じなので、「こんな形てつくるんですよ」ということでやっています。
これは鍛冶屋さんです。女性の方が体験者で、じっと見ているメガネの方が本職の鍛冶屋さ
ん。この右脇に 2 人男性が立っておりますけれど、これは後でご紹介しますが、うちの技術員
さんと上席技術員という、2 人ランクの違う技術員さんがいらっしゃるのです。このように演
目の補助をすると同時に、自分も伝承していくという方がいらっしゃいます。こちらの先ほど
見ていた男性が実際には時々自分でも実演をしたりすることができるようになっています。
次に、レジュメで言いますと 5 ページ目の左上にありますけれども、団体体験というのがご
ざいまして、これは先ほどもふれました学校・団体向けのものです。これは千代紙ろうそくと
いうものをつくることを通して、1 時間で明かりの歴史を学んでもらうということで、みんな
灯明皿に実際火打石で火をつけて真っ暗にしてみて、こんなに暗かったんだよとか、そういう
形で 1 時間のプログラムを組んでやっております。そういったものがいくつか用意してあると
いうことです。
実際これだけの数の演目ですとか、あるいはこの広い敷地を維持管理するとか、そういった
ことでかなりの人数が必要なのですけれども、実際の組織、これは 5 ページの 7 番で書いてあ
りますけれども、職員の数としてはそんなに多くはないのです。管理課が 2 名で、事業課、こ
れがいわば学芸の部分ですけれど、広報・普及で 2 名、商家で 4 名、農家で 2 名、風土記の丘
で 2 名ということでやっております。ただ、この下の★印で書きました期間雇用職員 76 名、
そのうち約 70 名がこういう体験学習の補助、あるいは自分も伝承者となっていろんな指導を
行っている。おそらくこれは開館当初は開館に携わった方が埋蔵文化財の方が多かったんです
けれども、発掘の補助員さんのような発想で、そういった方をたくさん雇って手伝ってもらお
うというような発想だったようです。それで当時これだけの数の雇用ができた訳です。それが
今でも続けていただいていまして、この方たちの力でほとんどやっていけているという形でご
ざいます。下に伝承形態と書きましたけれども、この技術員さんという方々が時間雇用のパー
トさんから入って、だんだん技術を習得していくと、ランクがどんどん上がっていくのです。
技術員になって、もっと研鑽すると主任技術員、上席技術員ということで、お給料や待遇もち
ょっとずつ上がっていくということで、皆さん結構これを励みに頑張って来ていただいていま
す。ほとんどが地元の成田市とか栄町とか、地元の農家の方とかニュータウンの方々が多いの
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ですけれども、そういう方々がこの技術員さんとして支えてくださっています。
開館当初のころは、実際の生活文化の伝承者の方が講師ということで直接お越しになって、
体験者にいろんな文化伝承を教えてくださっていたのですけれども、そのうちに技術員さんの
ほうにも技術や知識をだんだん教えてくださって、それを習得して、今度は技術員が体験者に
教えるという部分も増えてきております。今はこの講師、実際の伝承者の方も高齢化がすすみ、
毎年のように訃報が届くような悲しい状況です。そういう中で、今ではこの技術員の方が体験
者に教える部分というのが、非常に大きなウェイトを占めるようになってきております。
また、農家のエリアの部分では、技術員さんは地元の農家の方が多く、ご本人が伝承者であ
るということも結構あるのです。ですので、ご自分が昔から身につけられた知識をそのまま教
えてくださるという部分もございます。
6 ページ目ですけれども、技術伝承への課題ということで、農家の手工芸の部分では、これ
はわりと習得がしやすい技術なのですが、もっこを織りましょうとか、むしろを織りましょう
というふうに体験者に呼び掛けても、あんまり地味過ぎるのか、なかなか申し込みがない割に
非常に労力や準備がかかるので、演目自体がなくなってしまう場合が最近多くなってきていま
す。それに対する対策としては、体験はできないけれども、実演として毎年技術員が繰り返し
繰り替えし行うことで、いつでも復活できるような形で種火だけは残しておこう、あるいはか
つてやっていたノウハウを記録に残して再現できるように対応しておこうということをやっ
ております。
商家のほうで行っている職人技ですが、これはなかなか見ることができない派手な技術が多
いので、体験者の方に好評なのですが、実際の伝承者の方が高齢化で、さらにその習得が一朝
一夕でできるようなものではなく、何年も奉公しなければいけないような技術ですので、そう
いうものをすぐに技術員さんも習得できない。それらの対策としましては、制作品の販売とあ
りますが、職人さんがつくっている製品を少しでもうちの館でお土産物として売ったり、ある
いはイベントのときに職人さんを招いて̶̶この町並みを再現している部分でたくさんお客
様がいらっしゃいますので̶̶そこで実際に売っていただいたりしております。少しでも生活
の糧にしていただくという意味もあるのですが、むしろ生きがいというか、やりがいというよ
うなものも多少は感じていただいているようで、「房総のむらに来るのが楽しみで続けている
ようなものだよ」などと言っていただくこともあるのです。
また、技術員が 100％は無理でも、50％、60％の技術を少しでも習っていこうという方針
があります。それを、ひいては体験者、実際の入館者の方にも伝えていけるようにという目標
でやっております。
あとは、学芸員が行うべき記録です。最初のオリジナルの伝承者からの記録を、文字とか映
像で残すということが必要かと思います。最終的にはこういう技術とか生活文化を保護という
か、継承するということは、そのことによって生計がたつ、生業がたつというところまでいか
なけばできないことかと思います。それはもうちょっと博物館として、あるいは文化財行政な
どではなかなか難しい面もございますので、博物館としてできることは何か、ここまでだった
ら何とかということを探しながら、試行錯誤しながらやっていくしかないのではないかと思い
ます。房総のむらでは、生活がたつというところまでいかないのですけれども、それに近い立
場として技術員さんを地元の方々から雇用して、その方々に伝えていっていただこうという期
待する部分もあるわけです。また、体験者自らが習得・維持できる、例えばサークルのような
形の任意団体などを育成していければいいのかなと思います。
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ただそういう形で体験者が、例えば鍛冶屋さんなら鍛冶屋さんの技術を習い上達していって、
その先にあるものというのは一体何なのだろう、何を最終的に目標にしているのだろうかと考
えた場合に、その技術だけを習得すればそれでいいのか。それは生活文化の伝承と言えるのだ
ろうか。そういうちょっとジレンマもあるのです。しかしそれでも、この現実社会の中でなか
なかこの社会構造全体を変えて、伝統文化を継承していくということがもう無理だというよう
な場合、二次的な手段としてそれがどこかで種として残っている場として、この房総のむらと
いうところが一つ、最後の袋のような感じになればいいのかなという気もいたします。体験博
物館ということですが、体験というのはあくまで体験、ちょっとやってみるということですの
で、やはり入り口にすぎないわけですから、そういう最終的な継承までは難しいのかもしれま
せん。ただ、一般的にはなかなかそういう伝統文化、生活文化に現実世界で触れる機会が少な
い方が大多数かと思いますので、その両方をつなぐ仲介役、翻訳紹介者ということで博物館は
一つの役割を負っているのかなと思います。その手段としては体験学習、体験というものは非
常に有効な手段の一つだと思います。
最後ですけれど、房総のむらも開館してから 23 年目となり、やはり運営していく中でどう
しても入館者数とか体験者数ということを大きく言われまして、そのニーズに応えるようにと
いうことでいろいろ変わってまいりました。人に受けるようなものをどんどん取り入れていく
と、カルチャーセンター化するような部分もなこともあるのですけど、最終的に館のほうでこ
こには絶対にこだわるのだという部分があれば、多少のブレは構わないのではないかなと思っ
ております。テーマパークと言っても、きちんとしたテーマがあればそれでいいのではないか
なと。そのテーマが、では何に置くか。やはり地域博物館ということであれば、最後にこだわ
るべきことは地域性なのかなと思います。これがどこの習俗か、どこの技術なのかという裏付
けですね。オリジナルがはっきりしないものをいくらやっていっても、それは博物館としては
意味がないのではないかと思います。房総のむら、これからまたどうなるか分かりませんけれ
ども、芯はぶれずに、しかし臨機応変に、少しでもやれることを探しながらやっていきたいと
いうふうに思っております。
どうもありがとうございました。

司会

ご報告ありがとうございました。そうしましたら、榎さんに対してフロアのほうから何

かご質問等ございましたら挙手をしてお願いいたします。
吉原睦（倉敷市教育委員会生涯学習部）

倉敷市教育委員会の吉原と申します。1 点だけ簡単

なことだけお尋ねしたいのですが、指定管理者制度で受託されているということなんですが、
これは 2 巡目ぐらいに行くと思うのですが、いずれも指名で受けられているのでしょうか。そ
れとも競争入札で 2 回とも勝ち取ったような形になっているのでしょうか。
榎

一応競争入札で、ただ県のほうで最低ライン、こういう条件をということを出されるわけ

です。私もそのときにいたわけではないのですけれど、お聞きした話ではいくつか問い合わせ
があったけれども、ただその条件を全部満たせる内容でかつてやっていた体制を維持できるよ
うにという内容を聞くと、どの業者さんも大体身を退いてしまって、最終的にこの財団が通っ
たということです。去年、また新たに 2 期目を指定していただきまして、5 年間のうちの今年
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は 2 年目となっております。
司会

よろしいでしょうか。もうひと方。

平良宣子（毛呂山町歴史民俗資料館）

埼玉県の毛呂山町の歴史民俗資料館平良と申します。

私も行かせていただいたことがあるのですが、質の高い体験施設で、大変素晴らしいと思って
おりまして、榎さんのご苦労に驚くばかりなのですけれども、食の加工についてなんですが、
加工した食品を提供することで、食品の安全とか衛生とかということで、何か対処されている
ことがありましたらぜひ教えていただきたいのですが。
榎

房総のむらでは、つくって食べる体験と、食べるだけの「食体験」という 2 つの形を両方

実施していますが、食体験、お金をいただいて食べるだけという食堂のような部分は、やはり
栄養士なり調理師の免許を持った職員や、新たに許可研修を受けた職員が営業許可を取ってや
っているという形です。農家の食品加工につきましては、体験者が自分で作って食べる分には
許可は要らないんですね。ですから営業許可をとっている場所以外でやる場合はご自分にも体
験してもらう必要があるということです。
司会

よろしいですか。ほかにご質問等ございますでしょうか。

佐藤智敬（府中市郷土の森博物館） 東京の府中市郷土の森博物館より参りました佐藤と申し
ます。私どもの博物館のほうにも実は「ふるさと体験館」といいましてやはり体験施設があり
まして、非常に参考になったお話だったのですけれども、その中でうちの講師その他の中でよ
く問題になってくることで、こちらはどうなのかなというところをお聞きしたいのですけれど、
まさに地域性の問題でして、うちの場合、わら草履ですとか、わら馬などをつくったりする場
合があるのですが、そういったときに府中市内でつくられていたわら草履を先生がアレンジを
してしまって、オリジナルのわら草履にしてしまったり、あるいはこういうのもある、こうい
うのもあるというふうに複数のつくり方を提示される場合があります。馬なら馬で、新潟と盛
岡のものを合体させて可愛いのをつくったといってそれをお客さんに出すなんてことがあっ
たりもいたします。そこでお伺いしたいところというのは、こちらで実演あるいは体験をされ
ているものについて、どこのこういうものであるという根拠みたいなものを設定しておられる
かどうなのか。設定されているとすればそれは変わらずにマニュアル化されているものかどう
なのかということをお伺いしたいのですけれども。
榎

大変難しい部分で、うちの館でもいろいろ問題になる部分ではあるのですけども、特に講

師の先生が頑張ってやっていただいた場合、なかなかそれは駄目ですよと言うのは難しい部分
もあるのですが、館の方針としては極力地域の地元のものをやっていただくと。その文字記録
なり何なりというのは、オリジナルのものはきちんと館のバックヤードのほうには用意してお
く。体験者の方にも、その場でこれはちょっとアレンジが入っていますが、オリジナルはこう
ですとか、説明できる体制はとっておいた上で、多少の先生方の創作部分というのは致し方な
いというか、お任せしている部分もございます。逆にそれを講師の方がいらっしゃらなくなっ
て、技術員さんが伝承する場合は、それは逆に元に戻って、とっておいた記録に基づいてやっ
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ていただく。そのへんは例えばボランティアの方とか、こちらからお願いして来ていただく方
とはまたちょっと違った立場で、こちらで雇用している方々ですので、そのへんはこちらの意
図を汲んでやっていただくことができるというのが強みなのですけれども。難しいですよね。
佐藤

同じような問題を抱えているということが分かって安心いたしました。ありがとうござ

いました。
司会

はい、ほかにいかがでしょうか。

村上達哉（飯能市郷土館） 埼玉県飯能市郷土館の村上と申します。技術員さんについてなの
ですけれども、技術員さんももしかすると高齢化というのがあるかと思うのですが、雇用形態
として毎年募集とかされているのでしょうか、ちょっと教えていただければと思います。
榎

おっしゃる通りで、それこそ初期のころは、ご自身がいろんな民俗知識や技術をお持ちの

方が自分の経験で色々なことを教えてくださっていたのですが、その当時で 50 代、60 代の方
でしたので、今はもうその方々はほとんど定年を迎えて辞められました。今は半分ぐらい第 2
世代ということで、自分の経験を持っていない方が技術員になっていらっしゃるのです。です
から、技術員間での伝承というのも今強化している部分でして、先ほどありましたように、上
席技術員と普通の技術員さん、パートさんと何人か段階がいらっしゃいますけれども、上の方
から下の方に時間を見つけては伝習していっていただくという研修みたいなことは意識して
やっているところです。
佐藤

ありがとうございました。

司会

よろしいでしょうか。そうしましたら、時間が大体ちょうどになりましたので、これ以

外のご質問は質問紙のほうにお書きいただきまして、後ほど全体協議の中で取り上げたいとい
うふうに思います。榎さん、どうもありがとうございました。
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報告 4

氷見の獅子舞─天狗が獅子を殺して祭りが終わる─
氷見市立博物館長

司会

小境卓治

準備ができましたので 4 番目の事例報告に入らせていただきたいと思います。最後の事

例報告は富山県の氷見市からお二方、ご一緒ということでご報告をいただきます。はじめに氷
見市立博物館長の小境卓治様から「氷見の獅子舞─天狗が獅子を殺して祭りが終わる─」とい
うお話、それからもう一つは氷見市の産業部農林課田園漁村空間整備推進班の鈴木瑞麿様から
「田園空間博物館における伝統芸能の保存と継承̶ひみ獅子舞ミュージアムの活動について
̶」ということでお話しいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
小境卓治（氷見市立博物館長） 皆さんこんにちは。氷見市立博物館の小境と申します。今日
は氷見の獅子舞について少しご紹介したいと思います。富山県は非常に獅子舞の盛んなところ
です。少し前の県の調査で 1,170 組の獅子舞が報告されています。隣の石川県も獅子舞が非常
に盛んです。ここも 1,100 箇所ぐらいカウントされているのですけれど、岐阜県が 370 から
380、新潟県が 400 少し、ですから小さな県にすると非常にたくさんの獅子舞が現在も行われ
ています。ただ、昭和 58 年に、市の調査で 143 箇所の獅子舞が確認されているのですけど、
近年の調査では 120 をどうも切っているようです。古い時代は春と秋、2 回出るというのが氷
見の獅子舞の特徴だったのですけれど、近年は春に出れば秋は出ない、秋に出る地区は春には
出ないということで、だんだん春秋 2 回が年 1 回になり、なおかつ獅子舞の数自体も少なくな
っています。また、富山県の獅子舞の中では氷見の獅子舞は非常に特異な獅子舞で、これは私
がここで説明するよりも、ビデオを見ていただけたらということで、ビデオをお願いします。

川のせせらぎは潮騒、のどかな田園風景など、自然の景観の中、文化や風習を大切にし、
郷土を愛する心は氷見の人々の中に深く根付いています。その中にあって氷見の人々の心
の絆を象徴するのが獅子舞です。110 箇所以上の地区で伝承されているといわれる氷見の
獅子舞…（以下略）
（ビデオを見ながらの解説）
この 110 箇所も、毎年やられるところがだんだん少なくなってきています。これは獅子
殺しの後の、最後のフィナーレの部分です。これで祭りが終わります。氷見はこの図には
ちょっと出ていないのですけれど、射水獅子の左上のほうに実は氷見がありまして、氷見
獅子はそこに分布するのですけれども、富山県で氷見だけがこの囃子方の中に縦笛を使い
ます。あとはすべて横笛です。この屋台風の太鼓台が氷見だけに出ます。
これは樽取りといって、お嫁さんのハナ（祝儀）で舞うおめでたい舞です。この天狗は
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加賀の獅子舞の影響を受けて、町場のほうにこういう天狗が出ます。これはごく一部です。
カヤ（胴幕）の中には今 5 人入っています。古い時代は 7 人なんですけれど、近年だん
だん短くなって、カヤの中が 5 人というのが一般的です。砺波の獅子なんかはカヤの中に
竹の輪を入れて膨らますのですけれども、氷見の獅子舞の場合は入れません。
右のハカマ姿が団長です。左のカバンが会計係。ハナはは 1 本に獅子舞一振りというの
が約束です。
これは夜の宿で、今、おめでたいハナをやるのですね。これは樽取りといって、お酒の
入った酒樽を手にして、獅子と天狗がやり取りをしています。
見ている子どもたちは、やりたくてやりたくてしょうがないのです。特に天狗をやりた
いのです。
これは獅子舞を招待したお宅の、お嫁さんのハナの披露です。この方がお嫁さん、右側
がお婿さんです。ちなみにこの祝儀袋の中には 5 万円入っています。
昔は、これは家の中にまで入ったのですけれど、近年はそれはさすがになくなっていま
す。
これはちょっと略しています。本来は天狗の面を付けるんですが、彼は何らかの理由で
面を外しています。
今これはヨソブリのフィナーレです。この破魔矢をお嫁さんに取らせるのですけれど、
これはごく近年の習俗で、氷見の獅子舞には本来こういう獅子舞はないのですけれども、
近年こういうのがはやり出しています。獅子がこれをお嫁さんのところに持っていって、
お嫁さんに受け取らせます。これはごく近年の習俗。今演じられているヨソブリという演
目は、獅子を半殺しにします。半分殺すというところでやめるのですけれど、この後獅子
殺しをやって、獅子舞がすべて終わります。
夜が明けたころに獅子殺しが行われて、これで獅子舞が全て終わります。昨日の晩に半
殺しにしてあった獅子が、ここでとどめを刺されます。これもちょっと近年はルール違反
で、面を外しています。本来ですと年寄りはこれにものすごくうるさいのですけれど、近
年は若い衆が強くなっています。これは今とどめを刺しに行こうとしています。彼はこれ
を 1 人で 1 時間ぐらいやります。今、首を切り離します。天狗は雄叫びを上げて獅子を討
ち取ったと言っています。最後に獅子の上に天狗が乗って、討ち取ったということを確か
めて、この年の祭礼、獅子舞がすべて終わります。これで終わり。本来はこれを 1 時間ぐ
らい 1 人でやるのですけれども、ここの獅子舞では 3 人ぐらい交代してやっています。
今、こうした活動の中心になっているのは、このあと発表する鈴木さんの田園空間博物
館獅子舞ミュージアムです。これは子どもたちを巻き込んでやると、子どもたちがすごく
喜びます。子どもたちは、獅子舞をやりたくてやりたくてしょうがないのです。
（ビデオ解
説終了）
今見ていただいたのですけれど、皆さんのお手元に A4 判のリーフレットが行っていると思
います。こういう 2 枚のものがあると思います。氷見の獅子舞というのは、実は百足獅子です。
砺波平野のほうの砺波獅子、これも百足獅子です。それから射水獅子、これも百足です。富山
県の西部にはこの百足獅子が色濃く分布しています。県の東部のほう、飛騨から富山市にかけ
ては金蔵獅子、これは 2 人立ちの獅子です。それから越後獅子の影響を強く受けた呉東のほう
には、下新川獅子という、これも 2 人立ちの獅子が行われています。
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ですから、富山県というのは非常に小さな県なのですけれども、いろんなタイプの獅子舞が
現在も混在して行われています。それと氷見獅子が実は呉東のほうにも伝播しているし、それ
から庄川の上流の上平村、平村、ここにも伝播しています。これには理由がありまして、実は
上平とか平村へ、氷見の大工さん、堂塔伽藍大工がおりまして、彼らが家を建てに行っていま
す。現在の家と違って、昔の家は 1 年、2 年かけて建てるものですから、そういうところで獅
子舞を教えています。それから呉東のほうに伝播しているのは、これは鉱山の採掘技術を持っ
た土木業者や技術集団が行っています。そこでやっぱり地元の人に氷見の獅子舞を教えている
のです。
それともう一つ全く別の獅子舞として、赤い丸い点がいくつかあります。行道系の獅子も、
実は富山県にはいくつも残っています。偏平な形で、現在の舞う獅子舞とは全く出自を別にす
る、そういう古いタイプの獅子舞の獅子頭も富山県には幾つも残っています。そういう行道系
の獅子が、現在の祭礼獅子に直接結び付くわけではないのですけれども、一番古い行道獅子に
は文明 13 年（1481）という墨書が残されていますので、少なくとも室町期に上るころに行道
系の獅子は富山県で行われていた。祭礼獅子の一番古いものですと、先ほど氷見では嘉永元年、
これは 1850 年代ですけれども、新湊市の方生津に文政から天保の銘のある祭礼獅子がありま
す。ですから、江戸時代後半には呉西のほうにはかなり祭礼獅子が行われており、より古い時
代には富山県のあちこちに行道系の獅子が現存していたということがお分かりいただけるの
ではないかと思います。
ちょうど時間ですので、この後、獅子舞を含む伝統芸能を使っていかにして保存継承を図っ
ているかというのを鈴木さんのほうから発表してもらいます。私はここでバトンタッチをしま
す。
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田園空間博物館における伝統芸能の保存と継承
̶ひみ獅子舞ミュージアムの活動について̶
氷見市産業部農林課田園漁村空間整備推進班副主幹

鈴木瑞麿

鈴木瑞麿（氷見市産業部農林課田園漁村空間整備推進班副主幹） 皆さんどうもご苦労様です。
後半部を担当させていただきます氷見の農林課田園漁村空間整備推進班の鈴木と申します。
こちらに今日お集まりいただいているほとんどの方が、教育委員会あるいは文科省の関係の
方々が多いかと思います。何で農林課なのかということでございます。今、小境館長のほうか
ら説明がありました田園空間博物館、こういう事業がございます。これは農林水産省の農村振
興事業の中に田園空間整備事業というものがございまして、それに基づいてこの田園空間博物
館というのを市のほうで設けたわけでございます。これは従来型の建物の中に展示する博物館
と異なりまして、歴史、伝統、文化、それから自然景観や住民の生活そのものを含めた有形・
無形の地域資源、地域の宝というふうに位置づけておりますが、それを展示物としてとらえて、
地域全体が博物館であるという思想に基づいて地域づくりを計画して整備するという活動で
ございます。
この田園空間整備事業、氷見市は平成 14 年に事業の採択を受けておりまして、市内 16 地
区で事業を実施いたしております。これは主にハード事業を中心としたものでございまして、
国が大体 50％、県が 20％、市が 30％を負担するといった形で、各地区に残る色々な地域資源
をもとに氷見市全体を博物館と見立てるという構想を中心に事業を進めているというもので
ございます。ハード面の事業は、一部 19 年に完成をいたしておりますが、平成 18 年に一応
完了を見ております。
氷見は先ほど見ていただきましたように、東側には富山湾、そして周囲は山に囲まれた谷平
野が広がる地域です。平野部では水田を中心とした農業が主体、そして後ろには中山間地、ま
た海岸線には定置網を中心とした漁業の拠点となる漁港が続く、農山漁村が一体となっている
特徴ある地域でございます。そういう農山漁村の持つ地域資源を氷見の宝と位置づけして、地
域住民、これは行政がそのまま行うのではなくて、地域の人たちが自分たちの地域の活性化の
ために行うということで、地域住民が主人公となり、保全そして地域を整備、活用するという
活力ある地域づくりというものがこの田園空間博物館の基本構想であります。
この田園空間博物館の構想の始まりといたしましては、まず平成 13 年の 3 月までに地域の
人たちとのいろんな懇談会を行っております。これが定住と交流による豊かな農村づくり基礎
調査というものでございまして、各地区へ市役所の職員も入りまして、地域の方たちと膝を交
えてのいろんな話をする中で、地域の資源、自分たちの地域にはどんな宝があるかというもの
をピックアップしていただく。そしていろんなマップをつくったり、意見交換をして、そうい
う中で地域で何を残していかなければいけないかというものを地域の皆さんにも見いだして
いただくという形で進めてまいりました。
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そして平成 14 年の 3 月までに、田園空間博物館の構想というものをまとめております。こ
れは地域住民の意向を踏まえた計画策定ということでございます。そして、14 年の 9 月から
実際の整備事業が始まっております。
構想の柱となっているものには四つのものがありまして、まずゆとりある空間整備、2 番目
に伝統文化や景観の保全・継承、3 番目に自然を活かした交流環境の創出、そして 4 番目に氷
見の一品の開発・活用というものがあります。ゆとりある空間整備のほうでは、伝統的な農山
漁村のゆとりある空間の確保ということで、氷見は山間地では棚田というものがあります。そ
れから、ちょうど大伴家持が奈良時代に越中の国司として来ていたころに、大変広い湖があり
ました。そこが今、広い低湿地の水田になっておりますが、その名残りを残しております十二
町潟周辺あたりでは腰まで浸かる、そういう昔は深田というものがございました。そういった
ものを実体験するといったことを通じて、スローペースな時間的なゆとりと広々とした空間的
なゆとりを体験するというものであります。
それから伝統文化景観の保全・継承というのは、地域に根ざすものの保全・継承。これは今
ほど見ていただきました獅子舞など、祭りや色々な地域の行事ですが、こういったものを残し
ていく。また、景観といたしましては棚田や、氷見は 3 千を超えるという溜め池があります。
そういった景観を保全するといったものです。
それから、自然を活かした交流環境の創出。定住、それから交流環境の整備というものがあ
りますが、氷見も一時は人口が 7 万人を超えておりましたが、現在は 6 万をきっております。
6 万人の定住、それから都市との共生ということで、色々なところから 200 万人の交流という
ものを目指しております。そういう中で色々なものを地域の人たちと創出し、あるいはその中
で多くの人たちの交流を得るということであります。
それから氷見の一品開発の活用というのがございますが、これは山間地のところに転作作物
としてハト麦を植えている細越地区というところがございます。こういったところもオーナー
事業としてハト麦を作ったり、あるいは JA と一緒に製品の開発をいたしております。また、
棚田のございます長坂というところでは、はさかけ米と呼ばれる天日干しをしたお米です、そ
ういった付加価値の高いものを開発・活用するということであります。
先ほど申しました平成 13 年までに地域の人たちから色々出していただいた地域資源、いわ
ゆる宝というものはどういったものがあるかということで、まず地区を五つに分けております。
氷見の海岸線から北側の部分、これを灘浦地区と言いますが、このあたりは先ほど獅子舞のと
ころで見ていただいたような、海越しの立山連峰、こういった自然景観がその地域の中では宝
物であると。また国指定の史跡であります大境洞窟、それからちょうど石川県との県境にあり
ます石動山という山岳信仰の山がありますが、その周辺にある石動山の参道。これは歴史の道
百選などにも選ばれているところであります。こういったところを地域の宝として活用してい
ってはどうだという意見が出ております。
次に余川谷、八代谷というところです。ここはちょうど歴史文化のところをご覧いただきま
すと、大変山城の多いところです。こういったところで山城を活かしたものを考えてはどうだ
といったことがあります。
また、この地域の一品としては、氷見牛があげられています。この地域で飼育されている和
牛を氷見牛と呼んでいるのですが、最近、Ｂ級グルメの中でギャル曽根が「氷見牛カレーがお
いしい」と言ったことから氷見牛カレーが大変ブームになりまして、一時品薄になったという
くらいでしたが、そういう氷見牛というものを活用して、食という中で地域の交流をしていこ

44

田園空間博物館における伝統芸能の保存と継承

うという意見が出ておりました。
上庄谷地区、これは上庄川という氷見市域で最も長い川の流域で、この地域では毎年上庄祭
りという獅子舞競演会を行っており、各地区の人たちが獅子舞は地域の大事なものだというふ
うにとらえております。また、歴史の道に選定された臼が峰往来、それから統廃合で廃校とな
った旧の赤毛小学校という小学校があり、その校舎を使った工房。ここで焼き物をしたり、中
にはバイオリンをつくったりするような若手の職人がいたり、こういった地域の資源を再利用
して、いろんな工房として使用しています。後ほど出てまいります獅子舞ミュージアムも旧上
庄小学校の一部を活用して、現在獅子舞ミュージアムとして利活用している事例の一つです。
十三谷・西条地区、これは先ほどお話いたしました大伴家持が越中国司として氷見へ訪れた
ころ、「布勢の水海」という広い湖があった地域です。こういったところではその名残として
十二町潟周辺にあるいろんな習俗、深田ですとか、あるいはそこに住む国指定の天然記念物の
イタセンパラ、オニバスなどを大事にしなきゃいけない。また、大伴家持ゆかりの万葉故地、
そういったものを地域の宝として活かしていこうというふうな意見が出されております。
こういった各地域の意向を受けて、地域資源を活用し、どういったものができるかというこ
とで、エリアごとにそれぞれテーマ館として位置づけたものが、皆さんのお手元に「ひみ田園
漁村空間博物館」というパンフレットをお渡ししております次のようなものでございます。
これが最終的に採択になったものであります。先ほどの灘浦地区のところは棚田を中心とし
た「棚田ふるさと交流館」、そして次の八代谷地域は「里山むらづくり未来館」、そして上庄谷
地域は獅子舞など、あるいは工房などを用いて行う「遊びとまつり文化体験館」、そして十三
谷地区のところは「自然と古代ロマン探究館」、これは十二町潟を中心とする貴重な動植物、
あるいは万葉集ゆかりの地、また国指定の史跡であります北陸で最も大きな前方後方墳の柳田
布尾山古墳など歴史遺産を活用する空間として創造をいたしております。それから海岸線のと
ころには、氷見はたくさんの民宿があります。そういう食を中心としたエリア、それから新し
く道の駅海鮮館という施設が氷見の漁港のところにできておりますが、そういったところでの
「五感満喫館」といった、こういう五つのエリアをテーマ館として田園空間整備事業が進めら
れております。
この中でコアとなる施設としてつくられたのがひみ獅子舞ミュージアムということになり
ます。先ほど申しましたように、上庄地区、これはもちろん十二町という地区も獅子舞では氷
見の中で有名なところなのですが、上庄地区は毎年お盆にその地区の獅子舞が共演する上庄祭
というものを実施いたしております。これをもとに、もともとありました旧の上庄小学校、こ
の建物を活用した施設をつくりたいということであります。また、その立地条件といたしまし
て、能越自動車道の氷見インターからも車で 10 分以内に着くというところなので、これを情
報発信の施設として位置づけたいというものであります。地域に残る資源の再生と活用という
ことで、もともと校舎として使用していた建物だったのですが、木造の奥の建物を残して今の
獅子舞ミュージアムは建てられております。
中の構造といたしまして、周りをご覧いただきますと大体 30 平米ほどの演舞場を中心に、
右側のほうが交流室と申しまして畳の座敷になっております。これは大体 50 畳ほどございま
す。また、演舞場を挟んで向こう側のところは桟敷席となっておりまして、ここに 50 席ほど、
年に 5 回ほど実演会というものを開催いたしておりまして、各地区の獅子舞をここで実際に見
ていただくというのをこのメインの事業といたしております。ちょうど桟敷席に 50 人、こち
らの畳の部屋に 150 から 200 人を収容することができますので、毎回の実演会は 200 人ぐら
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いの観覧者が入っております。また演舞場の壁面には展示ケースを設置し、獅子頭を展示する
スペースとなっております。また、演舞場に入りますこの部分、ちょうど廊下の部分にも天狗
の面が展示してあります。
お手元のパンフレットに写真を少し載せてありますが、このような形で展示をいたしており
ます。また次の写真は、実際の実演会の様子を写真で載せております。演舞場横の交流室のほ
うは、自分の家の座敷から獅子舞を見るような形で座敷席を設けております。また桟敷のほう
は、ちょうど劇場で獅子舞を見るといった形で、せり上がるような桟敷席で実際の獅子舞を見
学していただくということになっております。
この獅子舞ミュージアム自体は情報発信の施設ということではございますが、なかなかその
設備のほうが実際にあまり予算がないと申しますか、にこの田空（田園空間整備）事業と言い
ますのは、昨年の仕分けによって廃止になっておりまして、新たな国からの補助というものが
なかなか見込めない。市単独で整備を進めなければいけないというところがございますので、
音声ガイダンスですとか、そういった情報発信の施設としての補充も必要ではありますが、な
かなか財政的に厳しいというのが現状であります。
また、これからの問題といたしましては、年に 5 回ほど実演会を実施しておりますが、その
獅子舞自体が、先ほど小境館長のほうからも説明がありましたが、地域でもお祭りのときにも
出せないという地区がだんだん増えてきております。また中にはこういうお祭り以外に獅子舞
を出すことを、あるいはこういうところで演ずるということに対してのやはり嫌悪感と言いま
すか、獅子舞は神事なんだという部分もあることから、獅子舞ミュージアムで獅子舞を実演す
るということはなかなか難しいというのが現実です。毎年、いろいろ各地区へ委員を介してお
願いをしているところではありますが、何度伺っしてもなかなか出演の承諾が得られない。実
際にやはり先ほど見ていただいたように、大変たくさん人数がいる獅子舞でございまして、1
回出ると大変費用がかかるということがあります。また練習を十分しなければ見ていただけな
いということがありまして、お祭りに近い日程か、あるいはそれだけのためにかなり長い間の
練習をしなければいけないというのが現状でして、それがなかなか出ていただけないという理
由の一つでもあります。
そういった形で各獅子舞を実際に行っている団体、昔は青年団だったんですが、その青年団
が各地にだんだんいなくなって、実際に青年団としての人は 1 人か 2 人しかいない現状で、獅
子舞をまわすには 20 人から 30 人が必要であることから地区によってはやっと続けていると
いうところもあるそうです。こんな地域の現況の理由からも獅子舞ミュージアムでの実演会を
続けていくこともなかなか難しいところでもあります。また、この獅子舞自体の保存と継承と
いうものも、これからいろいろ手を考えていかなければならないといったところであります。
近年ちょっと調査を行っていないものですから、各地区で実際に今獅子舞をお祭りのときも
出せないという状況も、はっきりとはわかっておりません。まず今年度は、各地区ではどのよ
うな形で獅子舞が継承されているかということを把握するために、調査票を各地区に送り、市
域全体の獅子舞の現状を調査することを予定いたしております。
先ほど見ていただいたように、子どもたちは結構、獅子舞は好きなのですが、そのちょうど
中間層というのがやはり学校に行っていたり、勤めの関係でいないというのが現状でして、年
齢的に続かないので、ちょうど担い手となる人たちがどうしても不足してしまうというのが今
の氷見の獅子舞の現状です。これから地域の獅子舞の保存はどのような形で進めていかなきゃ
いけないかということも含めて、この獅子舞ミュージアムの運営というものも実際に考えてい
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かなければいけないというのが現状でございます。
実際にそういう保存・継承というものを目的につくってあるものではありますが、なかなか
現状はそういった目的が十分に果たせているというわけではありません。ただ、この獅子舞に
対しましては非常に皆さん興味があるところでありまして、毎回、今ちょうどホームページで
報告しますと、かなり遠いところから、県外からも見に来られる方がありますし、「次はいつ
ですか」という電話が随分かかってくるというのが現状で、そういったものも含めて、獅子舞
というものを広く皆さんに知っていただいたり、あるいは保存・継承していく方法というもの
をこれからも進めていきたいと考えているところでございます。
司会

ありがとうございました。そうしましたら、フロアからもし質問がございましたらこの

場で受け付けますが、いかがでしょうか。
浜島司（まつり同好会） まつり同好会から来ました浜島と申します。小境さんにお願いした
いのですが、天狗さんが面を外してしまうというお話がありました。そうすれば視野が確保さ
れて安全に舞えるとか、あるいは自分を売り込めるというか、それで一方で天狗さんの性格が
ぼやけてしまったり、あるいは祭りの全体の性格がちょっと伝わらない、そんなようなことも
あります。それと、お聞きしたいのですが、祭りの場でかがり火がちょっと見えましたけれど、
あれはやはり舞台装置として必要なものとしてずっとどこのところでもかがり火を焚いて演
じておられるのかどうか。
小境

二つの質問を受けましたけれども、まず一つ目は面をなぜ外すかという問題。これはま

さしくおっしゃるとおり、視野がとれないからです。それと、息苦しいのです。特に夜にやる
場合に危ないのです。だけど、昔かなりならした人は、自分の体で覚えているのですけれども、
今の若い衆にそれを言っても難しいのです。ですから、そのレベルでやれというと若い衆はも
う付いてこられない。はっきり言って下手くそです。年寄りは苦々しく思っているけれども、
それを飲み込まないと続けられないという、そういう事情があります。
それから二つ目ですけれども、ワラ火を燃やしています。これはまずお宮に上がるときに必
ずワラ火を焚いて上がります。それから神輿が入るお宅では、門口で必ずワラ火が焚かれます。
最後にお宮に還御するときにもワラ火が焚かれます。これは神輿の渡御に付随して獅子舞が本
来行われるはずだったんですけれども、神輿の渡御が近年なくなっています。ですから獅子舞
だけになったんですけれども、いわゆるお宮から神輿が出ていかれる、それから戻られるとき
と、御旅所でワラ火を焚いて、そこに獅子舞が露払いとして入っていって、その後神輿が入る
というものの最後の形がああいう形で残っています。
浜島

ありがとうございました。

司会

時間が少しおしておりますので、もしほかにご質問等ございましたら、お手元の質問票

にお書きいただきまして出していただきたいと思います。そうしましたら、小境さん、それか
ら鈴木さん、どうもありがとうございました。
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司会

俵木悟（東京文化財研究所無形文化遺産部） 時間になりましたので、ここから総合討

議を始めさせていただきたいと思います。まず前のほうにこれまでの 4 件の事例報告の報告者
の方々、それから今回はお二方コメンテーターをお招きしております。まずは宮崎公立大学人
文学部教授の永松敦先生、それから山口大学人文学部教授の坪郷英彦先生、お二人に今回のご
発表を聞いていただいてコメントを頂戴しようと思っております。
まずははじめに事例報告を聞いて、コメンテーターの先生からコメントを頂戴するというこ
とで、そうしましたらまず永松先生のほうから先によろしいでしょうか。
永松敦（宮崎公立大学人文学部教授） こんにちは。永松でございます。よろしくお願いしま
す。
私は今大学におりますけれど、それまで宮崎県椎葉村で椎葉民俗芸能博物館というのをつく
っていまして、この一連の会議で 2、3 回お邪魔したことがございました。そのときはどうや
って守るかというのを熱っぽく語っていたというか、吠えていた記憶がありますが、しばらく
して 10 年ぐらいたって落ち着いて、自分のやってきたことなり、全国のいろんな事例を見て、
今後どうあるべきなのかということを考えながら来ましたら、今最前線で頑張っておられる皆
さんのご発表を伺って、本当に成功事例であるとか、苦労だとか、今後どうあるべきかという
のを再度考え直していかないといけないというふうに思いました。
テーマなんですけれども、無形の民俗の保護における博物館・資料館の役割で、無形の民俗
の保護にウエイトを置くか、それを博物館・資料館にどう役割を担わせるのかという、どちら
を重要視するのかということで論点が変わってくると思うのですが、沖縄の船の話にありまし
たように、技術の民俗伝承ってあまり指定されていなかったのは当たり前だったからだとおっ
しゃいましたけれど、それは本当に印象によく残りまして、まさしくその通りです。船大工さ
んのように人が少なくなってきますと、その職人のような方の場合は民俗技術保持者というの
が言えるのですけども、それ以外の例えば在来品種であるような野菜、ナスビとかキュウリと
か、その土地でしかないもの、東京だったら巣鴨のネギとか早稲田のミョウガとかあるみたい
ですし、大阪だったら守口大根というような 1 メートル 20 センチもあって細長いのですけれ
ど、世界最長の大根というのがあるのですが、そういうのが昭和 30、40 年代まで栽培されて
おりました。ところがそれが、都市化が進んで、大阪も畑がありませんからなくなってしまい
まして、それを切ってお漬け物にするとか、料理をするとか、そういうのは私らの母親の世代、
今の 80 歳代以上の世代がずっとやっているわけです。それってすごく当たり前のことなので
す。でも、その世代の人たちも「今ごろそんな野菜があるかいな」と言われて、「それはない
よね」という話になって、なくなるわけです。そしてその世代の料理法を知っている人たちも
いなくなると完全になくなってしまうのです。これだって無形の民俗の保護なのです。
そう考えると、博物館・資料館がいったいどこまで役割を担えるのかというのはすごく問題
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があって、私は最近、ある本に出会って、というのは元和歌山県博にいらっしゃって、今熊本
大学におられる岩崎竹彦さんという方がいらっしゃる。この人が『福祉のための民俗学』とい
う本を、岩井宏實先生とか何人かで書かれた本がありますけれども、民具とか民俗の知識を老
人介護に使おうということを、何人かで書いています。それで民具を老人ホームとか福祉施設
に貸し出しをしていくということをやっている。これはいいやり方だろう。しかも回想法とい
うことで、昔はそうだった、これ使ってこうするんだというのを思い出せるわけだし、使える
わけです。
それを読んだときに我々民俗学者というか、民俗をやる人間は学生時代から、おじいちゃん
とかおばあちゃんとかに話を聞きに行って、昔のことをいろいろ教えていただくわけです。し
かしそのおじいちゃんおばあちゃん方は家族にその話をしてもあまり聞いてもらえない。それ
を学生がノートとか、当時テープレコーダーとか、いろんなカメラとか持っていって一生懸命
聞き書きをするものですから、皆さん方もされたと思いますが、一生懸命話をしてくれるんで
す。これは高齢者というか、民俗学では「古老」という言い方をしますが、古老のおかげで民
俗学が成り立っていた。これは柳田国男先生以来ずっとそうだと思うのですが、そういう意味
では「高齢者文化力」という言い方で、私はこれからこの人たちをもっと大事にしないといけ
ないというか、必要だということをもうちょっと位置づけていっていいのではないかと思って
おります。その点では、農山村の問題というのは、今農水省とか国交省とかが関わっておりま
すが、むしろこれから厚労省ともジョイントしていく必要があるのではないかということを考
えております。
それで大きな話をしましたが、マーラン船のお話で、船大工さんが非常に少ない。沖縄で 6
名ですよ、うるま市では 2 名ですよ、糸満ではもうサバニ船が有名な糸満の漁民が使っている
ような船が 3、4 人しかいませんと、これは危機的状況なのです。私が昔福岡市博物館におり
まして、当時、西区の西浦（にしのうら）というところに船大工さんが 1 人いらっしゃって、
展示のために櫓とか櫂とかをつくっていただいて、提供していただいたのか、安く買っていた
のか、とにかくよく来てくださいました。それがそういう人数になっている。これをどうする
のか。それを小さい市のレベルの博物館・資料館でこういう技術保持者というのをどんどんど
んどん増やしていくというのは非常に難しいという気がするのです。それを少なくとも県レベ
ルに持っていくことはできないか。それを思っていましたら、房総の博物館の方が県立レベル
であれだけの仕事をされて、職人から農業からいろんなことをされて、入館者数 26 万という
数字に驚きましたけれども、本当はこの場で、おそらくスタートして初めから 26 万という人
がパッと集まったとは思えないし、そもそもおそらくいろんな技術員の人たちも集まらなかっ
ただろうし、相当ご苦労されてあそこまで持っていかれた、その本当のところは何かというの
を教えていただきたいと思うのです。あれを見たときに、本当に房総の博物館のお話というの
は、これは職業訓練校ではないかという気がいたしました。
小さいときに農業でも、あるいは手作業でも少しでもやっていると、やってみようかなとい
う気になる。そうなるかならないかの差はすごく大きいですよね。今リーマンショック以降多
くの失業者が出て、第一次産業の漁師にとか農業にというのが増えて来ましたけれども、その
ときに、土をいじっているかいじっていないかとか、ものをつくったことがあるかないかとい
うのはすごく大きな差があって、そういう意味では僕は房総の博物館は、将来のために国家プ
ロジェクトとして全国的に展開していいのではないかというふうに感じました。
それから芸北の広島の話なんですけれども、どちらかと言うと、お話を伺っていると観光目
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的で建物をつくりましょう、それでユネスコに登録されるそうなので、またやりましょうとい
う。ユネスコの無形文化遺産に登録されたからといって、必ずしも人が来るとは限らない。
昨年度、ナマハゲとか来訪神系統が登録されましたよね。ちょうどその年に私が鹿児島県の
甑島のトシドンに一行を連れて行ったのです。8 名ぐらいで行きました。その甑島のあちこち
でトシドンをやっているのですが、トシドンというのはナマハゲみたいな来訪神の行事なんで
すが、でもみんながどの地区も受け入れは嫌だと。1 地区だけが開放する。15 名限定というの
で新聞に出ていました。これはいいと思って 8 名申し込みました。我々は 8 名だけだったんで
すが、今合併して薩摩川内市になっていますが、薩摩川内市が昼間は観光してくださいと観光
バスまで用意して島内をぐるっと一回りして、夜は「いいよ」という家だけ上がって見させて
いただきましたけれども、ユネスコの登録があったからいっぱい人が来るかというのは非常に
未知数だと思います。もちろんないよりはあったほうがいいのかもしれませんが、ただ場所が
観光目的というよりは、市役所の横ですか、町の役場の横にあるということで、問題は博物館
の運営目的です。他所様を呼びたいのか、小学生や中学生の教育とか伝承に重きを置くのかだ
と思うのです。だから市の中心部にあるということはむしろ内部に対して伝承はこうあるべき
だということで一生懸命やっていくというのなら分かるのですけれども、観光は本当に水物な
ので、私は 10 年間やってきてよく分かりますけれど、それが観光目的であったからといって
観光客がいくら伸びてそれが何年続くかという保証はないという、そのあたりをどう考えてい
くのかなという気がしました。
それで、最後の氷見なんですけれども、獅子舞が新婚さんのとろに行って矢を渡す。これは
新しい方法だと言われていましたけれども、新しい方法、あるいは天狗の面をかぶるはずなの
にかぶっていないとか、それは危ないとかいろんなことがあるということでしたけれども、若
い人が参加して、新しいお嫁さんを迎え入れられて、こういうことをやっていこうということ
でされているのだったら私は民俗芸能として素晴らしく生きているというふうに評価してい
いと思うのです。何も昔のまま伝えていくというのが民俗芸能ではないし、長年かけて民俗芸
能というのは変わってきていますので、今後社会がどこから来たお嫁さんか知りませんけれど、
新たに 1 人増えたと、それを村全体で青年団として歓迎したいというのを表わすというのは民
俗芸能としては正しいやり方だというふうに思っています。だから、そういう生き生きしたと
ころで、田園空間博物館が運営されているというのは素晴らしいことだなと思いました。九州
では熊本県の阿蘇市に田園空間博物館があるのですけれども、ここはどちらかと言うとグリー
ンツーリズムのほうをやっておりまして、阿蘇神社のお祭りなんかの見学会もあるのですけれ
ども、それの保存・継承にまではあっ曲的にタッチされておられるかどうかは分かりません。
ちょっと気になったのは、最後に獅子舞の館みたいなのが出されましたけれど、外でやる芸
能なので、天候の加減もあるのでしょうけれども、そこで年 5 回の公演が伝承者が少なくてで
きるかどうか。むしろその館で伝承者を育てていく施設にしていただきたいと思うのです。だ
から年 5 回他所の人たちに見せるための施設ではなくて、むしろ 1 年 365 日各地区の獅子舞
をその地区の人たちに教えていく。教えていく練習風景をいつでもどうぞご覧くださいとされ
たほうが、私は建物としてはすごく機能すると思うし、それからその地域のためにも文化伝承
のためにも必要なことだろうと思います。
ただ、今日は北広島町をのぞきまして、あとは市レベルなのです。本当に地方の町村という
のはかなり若者が抜けて労働力がなくて、疲弊しきっています。だからこうすればいい、ああ
すればいいというのは分かるのですけれど、本当に労働力がないのです。お祭りにたくさん人
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が来る、じゃあ観光化しました、人を呼びました。それで神楽宿に連れていくといっても、案
内する人もいないし、お世話する人もいないし、お祭りするところに訳の分からない他所から
いっぱい人が来て、折り合いがつかなくてトラブルが起こったり、そういうことが全国各地で
起こっている中で、人がいなくなった、労働力がなくなった、お世話できないという状況で観
光化していくというのは極めて危ないものがあります。どんどん過疎になって、学校などもい
っぱい空いた状態で、果たしてそれができるのか。むしろ村を外れて、どこか他所のところに
住む人が増える中で、文化も移動していくようになると思います。その文化を移動した中で、
どうそれを評価して保存していくのかという新たなビジョンというのは、文化政策として持っ
ておかないといけないのではないかということを最近考えております。
というところで長くなりましたが、私の話を終わらせていただきます。
司会

ありがとうございます。特に、今の六郷さんとか、あるいは氷見市のお二方にはちょっ

とご質問的なコメントもありましたけれども、今お答えできますでしょうか。
六郷

ご指摘のありました観光との関わりでございますけれど、確かにいろいろ問題点があろ

うかと思うのです。私どももご指摘ありましたように、ユネスコの無形文化遺産、これもでき
たばかりで、海のものとも山のものとも、どうも他所の事例を見させていただくと、必ずしも
そんなにたくさん人が来るかどうか。あるいは人が来てもらってむしろ困るとかいうような事
例も結構ございます。そういう見世物ではないんだというご指摘で、これは制度の本来の意味
でそっちのほうがいいのかなと思います。見世物となってしまってはおそらく質も変わってし
まうでしょうし、そういうことはあると思うのです。
ただ、私どもの壬生の花田植というのは本来が見世物なので、たくさんの人に来てもらうの
は、これはある程度よろしいかなと思います。ただし、そうは言ってもそれが無茶苦茶に増え
て、これで町おこしというのでは、これはちょっとやり過ぎというか、そこまで過剰に期待し
ては、あとになってどうなっとるんやということになりかねないのではないかという気がいた
します。
だから、いいきっかけではありますけれども、ご指摘いただきましたように、教育委員会と
かあるいは実際に伝承している田楽団の方のうけとめとしましては、ユネスコは伝統を継承し
ていくための一つの支えになるというふうな受け止めにしております。伝承館としても軸足は
内に置くべきというのはご指摘いただいた通りです。ただ観光のほうは、私どもの場合は、他
所から来られたらすぐに質が変わりますという性格のものではないと、それは神楽も一緒であ
ります。神楽もどんどん見てもらうほうがいいという、私どものほうの神楽はショーみたいな
ものでありまして、これは後で議論があるかとも思うのですけれども、他所の神楽よりは非常
に派手な神楽でございます。そこの中で観光とどうやって折り合いをつけていくかは、かなり
デリケートな問題で、町民の方と一緒に考えていかないといけないのかなというふうに考えて
おります。以上であります。
小境

今ほどの新しい獅子舞、破魔矢をお嫁さんに渡すというのはいいのではないかと、民俗

芸能そのものはどんどん変質していく。まさしくそういう一面もあろうかと思います。ただ、
一つ、こういうこともあります。
お祭りではなしに、氷見の獅子舞というのは、本来、春と秋のお祭りに出ていた神賑わいと
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して行われる、そういう面も実はあります。ところが近年は、例えば獅子舞ミュージアムで日
を決めてやる、いわゆるイベントといえばちょっと語弊があるかもしれませんが、新しいお祭
りの中で獅子舞だけが単独で出ることなどが、町おこしという名のもとに行われています。そ
うすると、例えばＡという村が出て、Ｂという村との競争というか、より派手な獅子舞になっ
ていきつつあります。本来なかったフリがあっという間に付いてしまうのです。例えば氷見に
七五三という獅子舞があります。これは「ドーンドンドンチキチン、ドンチキドンチキドンチ
キチン」という獅子舞なんですけれど、ところが、これがその前フリが付いて、「ドーンドン
ドンチキチン、スットンドンチキドンチキチン」と、こっちのほうが派手だというとそちらに
みんななってしまうのです。そうすると、各村で太鼓のコバイの入れ方が違う、フリが違うは
ずだったのが、時代が過ぎていくとみんな同じ獅子舞になっていって、いわゆる例えば上庄の
獅子舞、灘浦の獅子舞、坪池の獅子舞だったのが、氷見の獅子舞に統一されていくような、そ
うやって収斂されていくような、そういう筋道もやっぱり危惧されます。ところが、あんまり
それを厳しく言うと、例えば面をつけるのが本来の氷見の獅子舞だよというのは、これは一応
ルールなのですけれども、それを取り払ってやる。年寄り連中は苦々しくは思っているのだけ
ども、それを言うと若衆はできないと言います。獅子舞を続けられるということはいいのです
けれども、どんどんどんどん在所独特の獅子舞が変わっていくということに対して年寄り連中
は、非常な危惧感を持っているというのも事実です。だからそれは二律背反ですので、よりシ
ビアにそれを求めてやるのか、例えば祭りの日自体がもうどんどん変わっていっていますから、
近年では祭日の前日とか、例えば土曜・日曜に収斂されてしまっています。昔は隣の村から順
に 1 日ずつずれて祭りが行われています。それで例えば、Ａという村でやると、ＢもＣもＤも
来てそこで一緒にお祭りをする。それがどんどん道の並びで祭りが流れていったのですけど、
みんな近年は同じ日にやってしまうものですから、そうすると他の地区との交流もなくなって
しまう。そういう一面もあろうかというふうに思います。以上です。
司会

ありがとうございます。特に民俗芸能とか、無形の民俗一般というのが時代と共に変わ

っていくということをどう考えるかというのは、今回のテーマよりもさらに大きなテーマであ
って、そもそも保護する必要があるのか、ないのかという話にまでなってくるでしょうから、
それについてはいろいろ皆様お考えがあると思います。私は正直に言うと、一番いいのはみん
ながそれぞれ、やっている人もそれから保護に携わっている人も、自分の頭でそれを考えると
いうことが必要なのだろうというふうには思います。
そうしましたら、次に坪郷先生のコメントをいただきたいと思います。坪郷先生、パワーポ
イントを使う関係で、すみません、前の方々にライトが当たっている状態になってしまって、
大変申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
坪郷

山口大学の坪郷と申します。よろしくお願いします。

まず 4 名の方の発表についてのコメントを簡単に述べさせてもらいます。最初のマーラン船
の前田さんのものですけれども、地域文化特有の無形民俗を保存ではなくていかに公開展示す
るかというはっきりした視点が伝わりました。それからマーラン船の技術をどう使うかという
ことで、お金のない中で活動されたのですけれども、まず驚いたのが周りの市民が動き出した
ということ。それからそれまで技術を教えないと言っていた職人が動き出したということ。こ
れはやはり前田さんの力があったからだろうと思うのですけれど、そういう条件が整ったとい
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うこと。それから仕掛けとして、ハーリー大会だとか、それからロックバンドとの連携だとか、
ちょっとスタティックな資料館では考えにくいようなことがどんどん行われていることに驚
きました。これは別に何も言うことなく、どんどんどんどん進めていってくださいと言いたい
です。
一つ、お話が少なかったし、またご自身もおっしゃっていましたけれども、技術と暮らしの
関わりを伝えること、それをこれからやっていきたいということをおっしゃっていました。例
えば干潟と船のことが、関係あるのかどうか分かりませんが、生業としての船づくり、あるい
は船使いがどうだったかとか、それから船にまつわる信仰がどうかということです。今日の話
を通して、暮らしとこういう技術や芸能が、どういう関係にあったかというのをもう一度見直
していただけるといいと思いました。それはもうすでに国分先生の本で指摘されていることで
すけれども。それが一つ目です。
2 番目の再開された芸北民俗芸能保存伝承館ですけれど、これは私の住む山口県のすぐ近く
で、最近 3 年間、屋根葺きを追って中国山地を歩いたので、この近くも通りました。中国山地
の伝統文化の素晴らしさというか、深さというのがよく分かったのですけども、今日のお話で、
村の人の言葉で「つまらんようになった」、これは自分の体がきかないようになったという方
言ですけれど、大切な言葉だと思いました。この言葉には人がいなくなって「寂しゅうなった
と」いう意味もあります。私も地方に住んでいる者の実感として伝わってくるものでした。そ
れで、だからどうしようかというのは、これは大きな問題だと思います。
もう一つ、これに加えて後継者、それから人がいなくなるという大問題が背景としてあると
いうことをお聞きしました。これは都市周辺の資料館、博物館とは違う、人がいなくなるとい
う問題を抱えた多くの博物館が日本中にある。これをどうするかという、大問題だと思います。
私は山口に行って 10 年間ですけれど、民俗よりもまず産業を興さなくてはいけないと、行
ってすぐに思いました。人がいなくなるのです。最近、その中で山口県史とかをやって、山口
県の民俗を考える中で、先ほど言いましたけれど暮らしをもう一度見直す、大きな自然に育ま
れた暮らしをもう一度見直すということがやはり大事ではないかと考えるようになりました。
それで明らかになったことを、外から来る人に見せてやる観光という、そういう視点を持った
らどうかというふうに思うようになりました。それが何がしかの産業興しにつながると思いま
す。
もう一つは、人が少なくなるというのですけれども、中国地方の場合は、海岸地帯にはすご
く人がいるのです。多分、神楽をやる人も土・日に自分の村に帰って舞っているのではないか
と思います。そういう広域で考える。広域でマチとムラのつながりの中で地域を考える、伝承
を考えるというのが必要ではないかと、これは実感として思います。
それから 3 番目の生活文化伝承のために博物館ができること、できないことですけれども、
これは私が常々思っていることですけれども、工房機能を持った博物館、資料館づくりをすで
に実施なさっているものとして非常に興味深く聞きました。これはどんどん技術の伝承を進め
ていかれるといいと思うのですけれども、お話の中で、では技術を学んで何がどうなるのかと、
熟練した人が技術を学んでどうなるのかという問いがありましたが、私はやはりアートだと思
います。一つの到達目標として、芸術を位置付けるということは自然に起こってくるのではな
いかと思います。むしろその動きを管理上の問題とかで抑制するのは無理なことではないかと
思います。
それから最後の田園空間博物館についてですけれども、これは農林部でこういうことをやら
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れたということで、これは素晴らしいし、新しい企画として面白いなと思いましたが、ただ、
農林部というのはころころ目先が変わるから長期的にどうなのかなと、そういう不安がちょっ
とよぎりました。つくられたものを見ると、農民の人のための晴れ舞台ができたというふうに
思いました。私は埼玉県の小鹿野というところによく行っているのですけど、農村歌舞伎で有
名ですけれど、実は晴れ舞台があって、それはある町長さんがつくったのですけれども、つく
ったすぐは利用度が低く、そのために町長が次の選挙に当選しなかったのです。10 年後、農
村歌舞伎の晴れ舞台となって、それを核として現在、小鹿野の歌舞伎というのは非常に有名に
なって後継も行われています。田園空間博物館とは時間の流れが違うゆっくりした視点で、こ
の施設を見てもらいたいと思います。
次に、私が民俗技術に関する研究の視点をお話しして終わりにしたいと思います。
技術文化については、これは古い話ですけれど、岡正雄という人が、技術文化について定義
しているのですけれど、具体的に研究が進められていない。大島暁雄先生が具体的にやられて
いるくらいです。それから研究方法については、国立民俗学博物館の論文に研究の三つの段階
が示してあります。具体的な民具、それから民具をつくるプロセス、それからつくるときにつ
くり手、あるいは使う人は何を考えているか、それを考えるという三つのレベルを設定してお
ります。私はこの最後のレベルが大事だと思ってこれを研究しております。
フランツ・ボアズ、このプリミティブ・アートの定義も古くて、1900 年初頭のものですけ
れども、未開社会の芸術の基本というのの考え方は踏襲されていると思います。一言で言えば
マイナーチェンジです。創造というのは新しいものをつくるのではなくて、一つの型を少しず
つ変えていくものだとふうにとらえております。
この流れ図は私の調査した焼物のロクロ職人の事例ですけれども、職人の仕事をみると、頭
の中は伝統的な型というのがあることがわかります。これはパターンブックというか、例えば
アサガオ型の鉢という名称で本にも紹介されているものです。その形をつくるために、身体技
法に基づいた全体のイメージをまとめて、それで道具を選んで形をつくるという、この具体的
な技術が専門職人の頭の中にあるものです。もう一つ窯の中に入れたときに形がどう変わるか
という火の中での変化を考えたものが職人の頭にあります。これは副業的な職人の調査事例で、
東京都多摩地域の目籠ですけれど、時間を追って作業工程を分析していくと、一つひとつの特
徴的な技術に分けられることが分かってきます。この表は、3 人ぐらいの人につくるものの寸
法とか材料を聞いたわけですけれども、できあがり寸法、材料寸法、使う材料の数が名称とセ
ットで農家のおじいさんやおばあさん、それからお嫁さんの頭の中に入っている。形と名称と
寸法が知識として入っている。それと、基本となる技術の身体技法、この組み合わせが頭の中
に入っているというのが分かりました。
この副業的な場合、農業の副業の場合ですけれど、どんなことが頭の中にあるかと言うと、
1 年の生産歴、その周りの、例えばどこに竹が生えているかという自然の植生、材料の形と、
名称として呼ばれる基本の型です。それから具体的な身体技法。そして経済的な理由です。こ
れは、これだけ一所懸命夜に編んで、年越しのお金を得ようという、そういう経済的な動機で
す。これだけが職人の頭の中にあるようだというのが分かりました。
こうした技術文化に加えるものとして、仕事が行われる場が一つ大事です。子どもから先ほ
どの身体技法の段階によって、一つひとつレベルアップする場が設定されておりました。それ
が目籠づくりの技術文化、すなわち暮らしの中の技術の有り様ではないかと思います。
ちょっと余計な話になりましたが、これで終わります。
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司会

ありがとうございます。今お話を伺っていた中で特に 1 点、先ほどの民俗芸能は変わる

ものか変わらないかというのとちょっと関わってくるのかなと思ったのですけれど、榎さんに
対するコメントの中で、結局その技術を身につけてどうなるのかと、それを坪郷先生は最終的
にアートだとおっしゃいました。それはおそらく、その方がその身につけた技術を使って、さ
らにその方の創造性を発揮していったり、何かより高いもの、高次なものにしていったりとい
うことをすることだと私は理解しました。先ほど質疑の中で、技術を身につけて、それを一方
で、例えばいろんな形にアレンジをしていったりとか、そういうことがされると、逆にその地
域性とか本来の型とかというのが失われていくという怖れがあるという話がありました。その
へんは技術にとっては非常に難しい問題だと思いますけど、榎さん、何かご意見というか、個
人的な見解でも結構ですし、あるいはもうちょっと制度的な話でも結構ですが、ご意見ありま
すでしょうか。
榎

はい、いま坪郷さんにご指摘いただいてはっと思ったのですが、自分自身もどういう形で

最終的に伝統的な技術なり文化なりを継承していけばいいのかと悩むところであったのです
けれども、以前、ある職人さんに言われたことがあります。同じ業種でみんな次々やめていく。
だけど最後の 1 人になれば生き抜けるんだというふうにおっしゃっていた方がいらっしゃいま
す。その技術がどこかで必要とされる限りは全国どこからでも探して自分のところにやって来
てくれるので、相手にするお客さんの範囲はどんどん広がっていくけれども、数的には以前と
同じぐらいだけ受注があれば何とか生計はたつのだというようなことを言われたことがある
のです。ですからそういう形で技術なりを本来の形、あるいはその受注先の注文の形に合わせ
てつくり変えるような部分もあるかと思うのですけれども、生業として生き抜く方法が一つあ
るかと思います。
もう一つ坪郷先生がおっしゃったような、アーティストというか、半分工芸家、芸術家的な
性格に変わって生き残っていくというやり方もある。さらに、この二つの方法を両方兼ねる場
合もあるかと思います。確かに今房総のむらに来てくださっている職人さん方で、数少なくや
っていられる方のほとんどがなにがしかの工芸家的な性格を兼ねて生き残っている方がかな
り多いのです。それは専門の職人さんの場合なので、あるいは今までの型というものを踏襲し
つつも、その型をアレンジしていく範囲での変化というのは、これはもう生き残っていく道と
して受け入れなければいけないのかなというような気はいたしました。
一方で、先ほどご質問があったようなわら細工のようなもので、いろいろな地域の形を持っ
てきてアレンジしてしまうというのがありましたけれど、専門職人の方の技術と農家方の副業
の技術というのはやはりちょっと違うと思うのです。農家の副業の技術というのは、地域性と
いうのは大事にしていくべきで、特にもうなくなってしまっているものも多いですので、それ
はオリジナルの部分はきちんと博物館としては押さえていくべきだと思います。
小境

有形の技術ということで今船大工の話が出ましたけど、氷見にも船大工が何名かおりま

す。現在 6 名おります。実際に木造船をつくれる船大工さんは 2 名です。1 名は 80 代、1 名
は 60 代。あと 1 名はもうリタイアです。あとの 3 名の方は FRP の船しかつくったことがない。
その木造船をつくっている船大工さんを取材しますと、我々が取材しているときは旧来の技法
で、例えば大きなノコギリで引いて、製材して、チョンナ（手斧）で削って、ギムネで穴を開
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けてという仕事をする。ただ、船大工は時間を稼ぐために電動の工具も使います。我々が取材
して調査をするときに両方、スチールとムービーで撮っていますが、記録する当方はもう峻別
しています。ところがもう全部それを旧来の技法で旧来の道具を使ってやると、膨大な日数と
労力がかかります。そうすると、博物館が発注してやるにはとてもじゃないけどもう受注して
もらえません。ですから、この部分については現代の技法でやってもオーケーですよ、この部
分については旧来の道具を使ってやってください、というのを二つ使い分けしながらやむを得
ずやっています。その取材の段階、調査の段階では、それはもうきちっと峻別していかざるを
得ない。そういう選択肢しかないのかなというふうに現在、技術の伝承が危機的だと言われて
おる中では、博物館としてやれるのはそこが精いっぱいのところかなというふうには思います。
これはもう無形も同じだと思いますけれども。
司会

ありがとうございます。ちなみに今小境先生のお話と似た質問が来ておりますので、早

速ですけれどもフロアの方々からの質問をちょっとご紹介して皆様に答えていただこうと思
います。これはうるま市の前田さんに対してですけれども、埼玉県教育局の内田さんからです。
発表をお聞きして、まず必要なのは技術の記録保存が最優先ではないかという印象を持ちまし
たが、どのようなことをなさっているか教えてください。例えば造船時に映像記録をどのよう
にされたのですかということ。それから 2 点目が技術の継承、後継者養成についてどのような
展望を現在持っているかということ。それから 3 番目が造船には独特の用具や材料の確保が不
可欠、つまりそういうモノが必要になるということでしょうけれども、その現状と展望につい
て教えてくださいという三つの質問が来ております。
前田

記録に関しては資料館がオープンするときに、その目玉の一つとして船大工さんがつく

る帆船を展示までこじつけるという理由があったのですけども、もともと市町村合併する前は
与那城町と言われていたのですが、その与那城町で臨時職員として私が呼ばれて、資料館をつ
くると。呼ばれたのがオープンの 3 カ月前ぐらいです。そこは専門職員もいなくて、調査研究
の実績もない。その中で地域のオリジナリティーを出さなきゃいけないというときになって、
急きょセメントの固まりの地球儀をやめて、船のほうに大きく変えたのですけれども、本来は
そこで調査記録をしないといけなかったのです。でも私は機材もなかったものですから、カメ
ラでしか記録できませんでした。本格的な次の世代に残すための記録保存、山口県の博物館名
は忘れたのですけれど、そこで民俗技術の和船の記録をしっかり記録しているものがあるので
す（『ツノシマデンマ（角島伝馬舟）造舟記録－民俗技術伝承の課題－』下関市立豊北歴史民
俗資料館調査報告書第 1 集）。それを参考にやっていきたいということがあります。ですから、
船をつくらないといけない。
司会

二つ目は比較的シンプルな質問で、後継者養成についてどのような展望をお持ちですか。

前田

正直、補助金でつくりたいのです。財政難だから駄目とか言われているのもあるのです

が、実際、交付金というものであったり、ある財団に直談判してやってみたんですが、ただつ
くるだけでは駄目ということで、それでもう企画も駄目だったのです。ですから、北海道の旭
山動物園は“もっと夢”基金という子どもたちのための動物園をつくろうということで、市民が
寄付金をやっているのです。あそこは上野動物園よりもすごく人が来ているということで、寄
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付金の額が相当違うのですけれども、そういった市民ぐるみで基金づくりができないかと思っ
ています。ただ、行政的にそれをすると条例化しないといけないというのがあるのです。僕は
それは面倒くさいので、市民グループでできないかなと。今、密かに市民の方と県外からもよ
く、船をつくりたい、乗ってみたいという人がいるので、その一口基金みたいなものを準備で
きないかと、今法令的なものと、市民の組織力を見ながら様子見しています。これは 5 年前か
ら決めて動いているのですけども、何かお金がなくても生まれるような仕組みができないかな
と。でももっと楽な方法で、政府の何か補助金の活用であったり、芸能人のふるさと納税をや
れば楽なのですが。私が納税課に行けばいいんですけれど、そういう手法でもやりたいなと思
っています。
司会

3 番目は、独特の用具とか材料の確保が不可欠だろうと思いますが。

前田

そこで若い世代にそういう船つくる機会を与えないと、今後 50 年残らないと思うので

す。マーラン船の木造船という技術を残すためにはやはり船をつくる機会を与えないといけな
い。それが僕の大きな使命だと思うのですけれども、その独特の道具なり、また材木というの
は、沖縄の大工の好んでいる材木というのは宮崎県の飫肥杉なのです。そこに僕も実際船大工
さんと行ってみたのですけれど、山師がいて、建材する職人がいるのです。そこも高齢化して
いる。沖縄出身の方が宮崎県に移住して、建材を沖縄に供給しているというところもあったの
です。そういう山とこの建材する職人とつくり手の船大工、そして依頼のオーナーというとこ
ろをこまめに見て、次の若い世代に、ものをつくるだけではなくて、人のつながりというのを、
その山師の思いからオーナーの思いを見て、一つの船が出来上がるというような人間味のある
ようなものを伝えられたらなと思っております。
司会

一つ今の問題に関連して、前田さんのご報告の中で、技術が伝承者の方からまだ見せて

もらえないとか、教えてもらえないんだという話が出ていましたけれども、おそらく多くの技
術ってそういう側面があるだろうと思うのです。記録を作成するにしても、教えるにしても。
前田

基本的に沖縄の船大工さんはいじわるなんです。目で盗めと。ものを盗るのは基本的に

駄目だけれど、技術を目で盗むのはどんどんやってくれというのが、この私たちが付き合って
いる船大工さんの決まりです。ですから僕には見せないところもあるのです。実際この越来さ
んたちの船大工がつくった模型なり、大型の模型は実は次の息子さんたちのための教材なので
す。僕が見てもどこにどの技術が施されているか分からないのですけれど、それを読み取って
ほしいという教科書として、その模型を預かっています。ですからそれをバトンタッチするの
も、僕たちが読み取れないものを次の世代に伝えていくということで、一般公開で市民に見せ
るというのもあるのですけれども、職人のための施設づくりという面があるのではないかと思
っています。
司会

ありがとうございます。続けてちょっと前田さんにご質問がいくつかあります。やはり

市民協働というところに関心が集まっているようで、まず一つは立命館大学大学院の西島さん
からですけれども、地域の人々と密着してさまざまな展開をされていますが、日常的あるいは
定期的に地域の人々との交流をされているのでしょうか。博物館に地域の人々が集まる場があ
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ったり、あるいは地域の集まりに博物館の方が出ていかれるのか。そういう地域との結び付き、
交流のことについて教えてください、ということです。
前田

実は私たち資料館というのは、基本的に職員配置は私 1 人です。ただ、年間 3 万 3 千人

と、沖縄で言えばすごい人数なんですけれど、それだけ来館者があって、1 日平均 100 人を相
手しないといけない。そこで僕はよく怠け心が出るので、市民の人にふっかけてやる。でも行
政的に駄目というのです。災害があったらどうするのですか、補償とかどうするのですかとか。
でも言っていられないですね、市民の方の要望があるので。そこでこの人は面白いなという人
が時たま来るのです。そこから僕はだまし合うのですけれど、その人を資料館に取り込みなが
ら、この人の活躍する場をサポートしていく、何かコーチングみたいなものです。学芸員とい
うのは前に出ないほうが、まあ今日は僕前に出ていますけれど、そういう次の場所をつくるた
めにやらないといけないと思うのです。実際、地域の自治会であったり婦人会であったり、そ
こに行きます。ある人が持っている考えと、僕たちが求めている利潤が合えば、その人たちの
ためのサポートも隈なくやります。僕は仕事をしないでいつも事務所で来館者とおしゃべりし
ているのです。お客さんが来る、要は苦情ですよ、それ自体が事業になると思っているのです。
お金はないのですけれどね。それをうまく取り込んでいって、信頼づくりをしていく。100 人
対 1 の関係というよりも、1 対 1 のリレーションシップをつくっていきたいというのが狙いで
す。
実はそれを何から学んだかと言うと、沖縄県の中で NPO の先進地域というのは那覇市なの
です。阪神大震災の後に神戸が取り入れたのを那覇市はいち早く見ていた。僕たちはお金がな
い中でどうするかと、やはり市民のエネルギーなのです。それを学ぶために、与那城で職員と
して働きながらボランティアで那覇市で働いていたのです。それは組織力を身につけたいと思
って。資料館の運営をする中に NPO を導入したのがそもそもの始まりです。それがどんどん
広がっていって、箱ものと言われたくなかったというのが一つあって、そういうことをしてい
ます。
司会

今のお話と関連して、杉並区立郷土博物館の阿部直子さんからですけれども、その市民

協働の事例の中で挙げられていた NPO について、例えば資金面や活動内容、構成している人
々の内訳などを教えてくださいということですが。
前田

実はもともと資金がないのです。どうするかと言うと、私たちの施設は道の駅にあるも

のですから、そこでバザーをやった。その売り上げと寄付金とこの土地貸し出し代を基金にし
て、助成金みたいな基金にしていったのです。それを市民の人が地域の教育なり社会活動をす
るために助成しましょう。その申請があったら、普通はたいがい事務所でみんな先生方が審査
するのですけれど、私たちの場合は公開審査で市民の前にプレゼンをしてもらって、審査員が
市民の前で判断して、いくらと。でも実際 10 万円しかないのです。その中で 5 万、3 万、2
万と分けて、そこからまた資料館に投じる政策が出てくるのです。そこから面白くなりました。
6 名ほどの友の会というのが立ち上げ当時あったのですが、今は宙に浮いた状態なのですけ
れども、でも個別的に関わってきているのです。IT 関係であったり、さっき言ったデザイナー
であったり、自然に詳しい方であったり、学校の先生であったり、大体 6 名ぐらいです。大き
過ぎると難しいので、私たちが考えているスタッフのコンセプトと、来てくれる人たちの市民
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の共通理解をもって何かの事業にトライしていくというのを一つ大切にしています。だから僕
たちは社会状況からコロコロ政策が変わるのです。僕が面白いと言ったので、最近 UMA（ユ
ーマ）に凝っていて、未確認生物という分野があるのですけれど、それを海中道路の干潟で打
ち上げられたから、じゃあ『月刊ムー』に出ようとかいうプロジェクトを急きょやったりとか、
そういう何か子どもが喜びそうなものを子どもの目線で資料館の活動に活かして、NPO の人
たちやいろんな分野の人たちと関わっていくやり方をしています。
司会

はい、ありがとうございます。もしご登壇の先生方で何か付け加えたいこととか、それ

に対する意見とかあったらちょっと簡潔にお願いしたいのですが、どうぞ。
小境

先ほどの船大工さんの事例の中でちょっとこだわっている点ですけれど、一般の人には

見せない、自分以外には技術を見せない、これはある意味当然なのですよね。船大工さんに限
らず、いわゆる手仕事の人というのは体で覚えるのが普通です。親方は手取り足取り教えてく
れるのではなく、仕事を見て覚えろと言います。ただ、長い付き合いをしていくと、作業場に
入れてくれるようになります。船大工が直接言うわけではないのですけれど、自分の技術を取
れるものなら取ってみろという態度なのです。ある船大工さんなんですけれど、最初はやっぱ
り見せてくれなかったのですね。和船の技術というのは、曲げと、いかに気密性を取るかとい
うことなのです。熱をかけて曲げる、それから気密性をどうやって高めるか。先ほど紹介され
ました木殺しにしろ、マキハダを入れるにしろ、アイバを摺るにしろ、和船の独特の技法なの
ですけれど、最初はやっぱり見せてくれません。でも何度も通うとやがて作業場に入れてくれ
るようになり、作業も見せてくれるようになります。簡単に船大工の技術は、わからないよと
いうことでしょうか。現在、当博物館だけで動けないものですから、その船大工さんも巻き込
んで、
「和船建造技術を後世に伝える会」という会を立ち上げました。研究者も入っているし、
カメラマンも入っているし、それから博物館の学芸員も入っているのですけれど、そこがいわ
ゆる活動の母体です。ですから、私も会員Ａなんですけれども、会員が行く分については、船
大工は作業場に入れてくれます。船大工にすれば、造船技術はそんなに簡単にはわからないよ
という態度なものですから、僕らは、じゃあ何とか盗めないかな、と思っています。船大工が
亡くなった 100 年後にその調査のムービーとスチールと聞き取りと船図と、近年では実測図を
つくりますので、それらがあれば何とかできるのではないのかな、というふうに思っています。
本来は無形の技術そのものを保存すれば一番いいのですけれど、それはできませんので、そ
ういう形で今保存していこうかな、というふうに考えています。以上です。
司会

はい、ありがとうございます。そうしましたら六郷さんへの質問ですけれども、上尾市

教育員会の関さんからです。特に北広島の場合は実際の生活環境が厳しいというお話がありま
したけれども、限界集落が多いのに、現在芸北神楽が元気なのはなぜでしょうか。伝承者もい
なくなったり、都会に流出しているのですか。流出している場合、今後は次第に伝承する意欲
が低下するのではないでしょうか、ということがありますけれど、私が知っている限り、芸北
の場合はむしろ潜在的な伝承者は圧倒的に多いという印象なのですが、いかがでしょうか。
六郷

限界集落が多いというのは今日随分強調しまして、インパクトが強かったようなのです

けれど、そのことと神楽が盛んなのは矛盾するのではないかと、ご指摘の通りだと思うのです。
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ところがどっちも本当なのでありまして、先ほど写真で、これが託綱ですよという、7 年に 1
回の式年神楽というのを申しました。今は神懸りはしていないのですけれど、お祭りにいたた
くさんの観客のほとんどが里帰りした方々であります。役員さんが、子どもがようけおったけ
れど、一体どこの子か分からないと言っておられました。皆帰ってきているわけなのです。そ
うやって祭りは運営されています。
神楽団のほうもそうでありまして、神楽団員は大体一つの団に平均 20 名おるわけでして、
60 団体だったらなんぼになるか計算してもらえば分かると思うのでありますが、大体高校生
ぐらいから入って、20 代、30 代が中心になって舞っているわけであります。ある程度の年齢
がく

になりますと体力が続かないから楽（演奏）のほうに回るということで、これだけの若い者を
雇用する場は町にはございません。そうしますとどうなるかと言うと、広島からはるばるやっ
て来ると。ひどい神楽団になると練習は広島市内でやっているということになるわけでありま
す。しかしながら、やりたいのです。最近は熱がさらに加熱しまして、ちょっと異常なぐらい
になっておりまして、全く町の出身ではない人が神楽団に入りたいと、住所は広島市でありま
すと、先祖代々市内に住んでおりますというような人が町内の神楽団に入ったりしております。
こういう熱意というのは、やはり大事にしていく必要があると思っております。ただそれが伝
統芸能と言えるのかについては、担当者である私も、一旦は保留しておかなければいけない部
分が、あるいはあるのではないかなという気はしております。ただ、その熱意そのものは非常
に大切にしなきゃいけないし、過疎の町にとっては大変な財産だというふうに考えております。
司会

ありがとうございます。ちなみに今、広島市内から通ってきたり出ていったり、そっち

に住んでいる方がいるというお話でしたけれど、実践女子大の中村茂子さんから単純な質問で、
保存伝承館へのアクセスを教えてくださいということです。
六郷

宣伝にもなりますので大きな声で申します。中国縦貫道というのが通っております。私

どもの町は中国縦貫道、それから広島浜田道、中国横断道でございます。この結節点にある非
常に交通の便のいいところであります。しかしながら過疎の町でありますが、その中国縦貫道
の千代田インターというのがございまして、その降りてすぐ隣が役場、そのまた隣が伝承館で
ありまして、歩いて 5 分かかりません。中国縦貫道の高速バスというのが 1 日 50 往復以上走
っておりまして、大変に交通の便のいいところでございます。広島バスセンターから三次方面
に向けて乗っていただけばいつでも参れます。どうかよろしくお願いいたします。
司会

実は私はたびたびこのへんには行っているのですけれど、広島の市の中心部まで自動車

で道が空いていれば 45 分か 50 分で行くところなのです。そんなに山の中という感じではな
いところです。
六郷

私ばかりしゃべっても何なのですけども、私どもで感じている中国山地の過疎の原因と

いうのは、市内に近いということが一つあるのです。1 時間で広島市に行けるということで、
勤め先がそちらで広島市内に通っている人もいっぱいいます。そうすると、最初は通っている、
そのうち向こうに住む、子どもが向こうの学校に行く、こちらには親元があっておじいさんお
ばあさんが住んでいる。これが今の状況であります。
ところが今度は、広島市内に出た人が、懐かしいから神楽団に帰ってくるのもいいんですけ
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れども、その方が定年を迎えてこっちに帰ってくると、なかなか地域社会の状況が違っている。
あるいはお孫さんはもう完全に都会の子どもでありますから、おじいちゃんおばあちゃんのと
ころに行っても便所に行ったら水洗便所じゃないから嫌だとか、行きたくないとかいう話にな
ってくるわけです。そういうことでかえって都市に近いから過疎が進んでいるという面はござ
います。
司会

ありがとうございます。それからこれは六郷さんのところ、北広島とそれから氷見の獅

子舞のお二人と両方に来ているのですが、熊谷市教育委員会の山下さんからですけれども、現
在、熊谷市ではデジタルミュージアムを構想しています。その中で無形民俗文化財に関わるコ
ンテンツにおいて重要なものになってくるのが伝統芸能のアーカイブということになってい
ると。こういった地域の無形民俗文化財とか伝統芸能の記録保存について、映像化やデジタル
アーカイブなど、どのような方法を採用しているのか教えてくださいということですけれども、
そもそもそういう事業をやっているのかどうかも含めてお答えいただけると。
六郷

伝承館の失敗例みたいなことばかり申したわけでありますが、何もしなかったわけでは

なくて、その当時としては先進的な意気込みがあったわけでして、伝統芸能というのはモノに
よって伝えることは非常に難しいだろう、記録保存を柱にしようというのが伝承館の発足当時
からの考えであります。当時の最新技術でありましたビデオカメラのβというので撮りまくり
まして、今になりましたらこれが再生できなくなっております。VHS ならまだよかったので
すが。緊急雇用で来られた方に 1 年かけてその  を DVD に落していただきました。朝から晩
まで再生していただいたのです。これは業者に出せば楽なんですけども、とんでもない見積も
りが来ましたので、これは手作業でやろうということをしております。これを主とした財産と
して、来年開館する伝承館では、このデジタルアーカイブの真似ごとみたいなもの、古い記録
映像が見られますよというのをひとつの売り物にしたいと思っております。
司会

氷見の獅子舞ミュージアムではどうでしょうか。

鈴木

一応先ほどお話ししましたように、実演会というものを 1 年に 5 回やっておりまして、

今までに 29 回やっております。そのほとんどを中でビデオで撮っておりまして、それを DVD
にしております。最近、獅子舞の DVD を欲しいという方もあるものですから、これを実費で
お渡しをしているというもので、結構申し込みがありまして、意外と全巻揃えているという方
がおられて、いつ今度新しいのが出るんやと電話がかかってくるというのが一つにあります。
それから、本当に地元の獅子舞を撮ったものは、教育委員会で昭和 58 年から 59 年にかけ
て撮ったものが、これは VHS で撮ってあります。そういったものも今だんだん劣化というこ
ともあるものですから、DVD に落すということも委員会と合わせてしていかなければいけな
いかなというふうに思っています。
それから、氷見のほうは一応、行政チャンネルというものと、それからケーブルネットとい
う地域の情報を流しているそういう番組がございまして、これも実演会あるいは各地のお祭り
を結構撮っておりまして、そういったものもまた獅子舞ミュージアムあるいは教育委員会等で
も DVD に焼いた形で使っていければというふうには考えております。
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司会

ありがとうございます。続きまして、次は 3 番目のご発表の榎さんに対しての質問です。

相模原市立博物館の加藤さんですけれども、房総のむらにおいて演目といっていたものの固定
化という問題はどのように考えたらいいでしょうか。例えば漁村の生活などもあるわけでして、
今後は高度成長期の暮らしを扱うというようなことも考えられるかと思います。ただし注意す
べきなのは下地がないところに体験が強くなると、一方的な感覚の刷り込みに陥る危険性があ
ろうかと思います。もう一つは、ちょっと別の話になっているようですので、とりあえずその
演目が固定化するというのは、おそらくいつも同じようなことをやっているということなので
はないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。
榎

そうですね、その危険性は結構実は否めないところでして、例えば先ほどのオビシャのよ

うな、一つの何か年中行事なりを再現する場合、初期の段階で学芸員が現地で調査をした、そ
の調査記録を元にして毎年行っているわけです。当時としては何件かを回ってこれがモデル的
なものなのだろう、大体これが代表的なものだろうということで設定したわけですけれども、
その後追加調査を行ったりということはなかなかできなくて、そのときに固定したものがずっ
と二十何年か房総のむらで行われてきている。これがこの地域の代表的なものですよというこ
とを言い続けて、やり続けている。それが本当に大丈夫なのかなという危惧はありまして、本
来であれば、時々追加調査、あるいは別の事例と比較しながらデータを更新していくというこ
とも必要かと思います。ただなかなか事業をやりながら、そちらまで手が回らない部分もあり
まして、ただ時々突発的に職員の中で、今回このテーマで少し全県的に調査をしてみようかと
いうようなことで、例えば先ほど出てきた災除けですとか、あるいは七夕馬ですとか、そうい
ったものを時々全県網羅的に調査して報告をしてみて、その中のこれを今はやっていますよと
いうことで位置づけをしようという努力をしております。
あと映像記録なども、予算がぱっとついたようなときはチャンスを逃さないように行ってい
ます。また、例えば鍛冶屋さんの「鎌」とか「小刀」という演目ですと、職人さんにいつも鎌
をつくってくださいという風にお願いするわけですが、実際おうちに帰ると注文に応じていろ
んなものをつくっている。そういうオリジナルの部分にまた戻って、時々調査をすることも必
要かと思います。
司会

今の加藤さんの質問の中にあったのですけれど、高度経済成長期の暮らし、例えばいま

戦後から昭和 30 年代のころの暮らしなんていうのは、民俗学の中でも結構注目を浴びていた
り話題になっていたりするのですけれど、そういったものを房総のむらで暮らしとして扱うと
いうのはあるのでしょうか。
榎

最初に申し上げたように、江戸末から明治という時代設定が館のテーマとして最初にあり

まして、一応そこが原点という、そこにこだわるべしというのがあったものですから、大々的
に戦後の時代を扱うことはありません。しかし、例えば農具の説明なんかをするときに、昭和
の初期に使っていたような唐箕を持ち出してきて説明したりとか、そういうことはどうしても
あります。ただやはり、あくまでも館のコンセプトとしてはもう少し昔の時代ということでや
っております。
また、最近はいろんなドラマとか映画のロケでどんどん積極的に使っていただくということ
もやっているのですけれども、そういう NHK さんなんかが時代劇とか、そのころの明治末と
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か昭和初期とかのドラマを撮って、全部その町並みを変える場合があるのです。そういうセッ
トも見事なもので、たまにはしばらくそのまま置いていってくださいという形で、その時期だ
けちょっと時代が変わりますよというようなことで、お客様を呼んだりということもやってい
たと聞いています。
司会

はい、ありがとうございます。それから、同じ加藤さんのもう一つ質問が書いてあるの

ですが、多分さっき出た話と似ているかなと思うのですけれども、民俗芸能なんかの例を見る
と、演者が新たな動きを加えたり、新しい動向が見えたりしていて、例えば体験なんていうの
にもそういった要素が加わるということはないでしょうか。またそういうふうにさまざまな人
がアレンジを加えていった場合、地域とか地域性との関係はどのように問題になると思います
か、ということですけれど。
榎

ご指摘の通り、その部分は変わっていくところもございます。特に、先ほど商家と農家に

大きく分かれると申し上げましたけれども、商家の部分、お客様が来て一番メインの入り口の
近くに古い町並みがざーっとあって、そこが一番目をひく部分なんですけれども、そこで展開
する演目につきましては、なるべく親しみやすい、分かりやすい、安易で簡単にできるものと
いうことをやっております。主にここで行っている随時体験の部分につきましては、館として
もある程度割り切って、あまり地域性ですとか難しいことは言わずに、人受けするもの、子ど
もたちが楽しめるものを優先しております。ただ、それをきっかけに関心を持っていただいた
方が、もうちょっと本格的なものをやってみたいということに対しての受け口は用意しておく
という、そういうスタンスです。
あと、農家のほうは足をお運びいただく方がぐっと少ない部分なのですけれども、こちらは
お客様がいてもいなくても、粛々とその地域の文化を展示なり実演なりを続けていくという、
そういう割り切った形で考えてやっております。
司会

はい、それから体験ということについてですけれども、毛呂山町の平良さんから榎さん

にご質問です。先ほど食料品の話が出ていましたけれど、平良さんは醤油づくりの技術伝承の
ことをやっているということで、ここに例が書いてあるのですけれども、ちょっと長くなりま
すので省略して、つまり醤油づくりにはいろいろな段階があると、毛呂山町では結局絞るとい
う段階のみ体験をしていただいて、実費で醤油を参加者にお分けしていますと。こういうふう
に食品加工の段階が長期に渡るものであって、実際の体験というのはたった 1 日だけしかでき
ないわけですけれど、そういったものを「体験」と言ってしまっていいのかどうか迷っていま
す、ということなのですが。
榎

「はい」とも「いいえ」とも言えないのですけれども、でも絞るだけと言っても絞るため

の準備なり、その前段階の加工なりというのは必要かと思うのですけれど、それは職人さんと
か現地の方にやっていただいて持ってきていただくということですかね。でもそれは本当にケ
ースバイケースで、その地域、あるいは博物館で対応できる可能な限りのことを探しながらや
っていければと思います。うちの場合はたまたま、それこそ埼玉から八街の開拓地のほうに移
住してこられた方がそういう技術をお持ちで、絶やしてしまうのはもったいないからというこ
とで来ていただいて、最初は房総のむらで何日か通って、麹なんかも 1 回おうちに持ち帰って、
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夜、管理していただいてやっていただいたのです。でもご高齢でちょっと大変になってきたか
ら何とかできないかということで、房総のむらでも温度管理とか夜中の返しとか大変な部分は
あったのですけれど、麹箱の底の部分を金網にしたものを使って、館で行うようになりました。
これは一部技術の改変になってしまうのかもしれないのですが、実は近くのお醤油屋さんがも
うやめてしまうというので見に行きましたら、金網を使った麹箱をもう要らないからいくらで
も持っていっていいよというのをいただきまして、それで試しにやってみたら、夜返さなくて
も蒸れなくて朝まで大丈夫だったのです。それでそれ以来、講師の方にお願いしなくても、む
らの職員である程度はできるようになりまして、それで全工程できるようになったという経緯
があります。
司会

ありがとうございます。時間がかなりおしておりますので、続きまして 4 番目のご発表

の氷見市の例に行きたいと思いますけれど、複数ご質問をいただいている方もいるのですけれ
ど、時間の関係で一つしか取り上げられないかもしれません。まず飯能市郷土館の村上さんか
ら、これは小境先生にお答えいただいたほうがよろしいでしょうか、氷見の獅子舞は天狗が獅
子を殺すのですが、これは天狗と獅子がそれぞれ何を象徴しているのか、伝承もしくは地元で
実際に舞われている人の見解などが知りたいので教えてください、ということです。
小境

分かりません。いろんなことを言う人がおります。例えば獅子はライオンだよとか、獅

子舞は英訳の通りライオンダンスだよ、というふうに解釈している人もおります。それから例
えばカノシシだ、イノシシだというふうに考えている人もおります。天狗一つとっても、例え
ば王の舞との関連を言う人もいます。でも、獅子舞が文書の上で明確に資料で確認できるのは、
化政期以降なのです。新湊市放生津新規町には文政 11 年（1828）の在銘の獅子頭があります。
同じく新湊市西奈呉町には天保 12 年（1841）の獅子頭があります。十二町の坂津には、嘉永
元年（1848）の銘をもつ獅子頭があります。
『應響雑記』の獅子舞の記述は安政 5 年ですから
1850 年代です。ですから、そのころに獅子舞、もしくは獅子というタームは出てくるのです
けれど、ではそれは一体何を象徴しているか。毎年獅子を殺して来年はどうするのかと。そう
いう素朴な質問をいつも私は受けて、さあ、困りましたねと言うしかないのです。というのは、
先ほどちょっと時間の関係で触れられなかったのですけれど、砺波の獅子というのは加賀の獅
子が明確に入ってきています。それから金蔵獅子というのは北飛騨のいわゆる神楽系の獅子が
入ってきています。さらに下新川の獅子は越後獅子が入ってきています。射水獅子も氷見獅子
と金蔵獅子と砺波獅子がいわゆるミックスした形である程度はおさえられるのですが、氷見獅
子だけが分からないのです。能登に調査に行きますと、能登の獅子舞は氷見から習ったよと言
うのですけれども、私が見に行ったら、全く氷見の獅子舞とそっくりなのです。採物とか、手
にするもの、それから囃子なんかの中で太鼓がまず共通です。採物は変わる、フリも変わる、
装束も変わるんですけれども、太鼓が共通です。氷見獅子の出自は今、地域の研究者の中でも
結着していません。ある方は王の舞との関連を強く近年言っておられますけれど、でも間をつ
なぐ資料がありませんので、ちょっと今その質問は私が一番怖れていた質問が出てきて、どう
しようかなと思っているのですけれど、ごめんなさい、そう答えることしかできません。
伝承もほとんど、これは何を象徴しているかということは地元では全く言わないのです。私
もかなりの人たちに、地元の人に聞き取りをしたのですけれども、聞き取りでも獅子は獅子や、
天狗は天狗、文書でおさえられるのも江戸時代の後半。出自も分からない。分かったら教えて
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ください。答えになっていませんけれど、今のところ現状はそういうことです。
司会

それから、これはどちらかと言うと鈴木さんにかと思いますが、複数の方から田園空間

博物館の構想についてとか制度について質問が来ているのですけれども、まず同じく飯能市の
村上さんですけれど、田園空間博物館の構想は氷見市の政策の中でどのように位置づけられて
いるのか。例えば開発行為に対して規制がかかるなど、市のまちづくりにも大きな影響を持つ
ものでしょうかと。それからちょっと続けさせていただきます。あと二つは比較的シンプルで、
実践女子大学の中村さんからですけれども、氷見獅子舞ミュージアムのスタッフ構成を教えて
ください。人員ですね。それから、千葉県教育庁の秋山さんからですけれど、氷見市獅子舞ミ
ュージアムの年間の運営予算を教えてくださいということです。
鈴木

まず、田園空間博物館のほうですが、特に開発行為にかかるというものはないかと思い

ます。というのは、実際にハード面の事業が大体これで事業として廃止になったものですから、
新たなものはなかなか起こせないというのが一つです。あとは地域の方たちにご尽力いただい
て、地域でそのつくったものを活用していただく。例えば、一刎というところは休耕田の周辺
に水芭蕉が生えていたので、そこを水芭蕉を見られる田んぼにして、そこに遊歩道をつけたり、
あるいは少し東屋をつけたり、そういったところで春にはちょうど花の時期にウォークラリー
をして、地域の皆人、それからほかのところからも水芭蕉見に来る方が、地域の人たちがいろ
んな昔の歴史的な遺跡、山城の跡とか、古い伝承のある石碑だとか、そういったところを説明
しながら歩くというふうなことをしておられたり、棚田ですね、これはオーナー制と言いまし
て、年間 4 万円で田植えと稲刈りに来られるのです。東京とか大阪からも来ておられまして、
大体今 50 組ぐらいが申し込んでおられます。中には大学の先生がゼミの学生を連れて来てお
られて、ハイヒール履いた女の子が長靴だけ借りて田んぼの中に入ったり、裸足でどろどろに
なって田植えをしたり、稲刈りをしたりというふうな体験をしたりしております。ですから特
にその開発行為にかかるというよりは、むしろその地域で今、田空事業としてつくったものを
活用しながら、これも中山間地域のところが多いものですから、地域だけではだんだん活力が
なくなってくるのです。お年寄りばかりの世帯になってきまして、そういう中にいろんな人た
ちが参加するイベントを、それを使ってやったり、あるいはそういうオーナー制度ということ
でいろんな地域の人たちと交流をするというふうなことで、今は元気にやっておられる。ただ、
これも将来的なことを考えますと、あと 5 年たつとその人たちはいくつになるのかなというの
を考えると、続けていくことがだんだん厳しくなってくるというのが現状です。
それから獅子舞ミューミュージアムのほうですが、これも大変厳しい、大変答えにくいとこ
ろでして、実は、通常は管理人の方が 1 人いるだけなのです。あと、実は中に上庄公民館とい
うのを併設しております。なかなか予算の関係があるものですから、公民館の主事さんとして
来ているのと、ちょうど交代で出ていただくと。先ほど言いましたように、獅子舞実演会のほ
うは実は獅子舞振興会という会がありまして、今、役所の職員も入れて 30 名いるのですが、
こういう人たち、これはもともと各地区の獅子舞の担当、あるいは以前には自治振興員をして
おられた方とか、あるいは獅子舞の名人と言われるような人たちが役員になっていただいてい
るのですが、そういう方たちにまず実演会のお声かけをしていただいたり、準備をしていただ
いたり、当日の司会をやっていただく方もありますし、進行をお願いするというふうな形で運
営をしております。平日には実は本当に今、なかなか対応が難しいということです。展示品自
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体も、先ほど話しました装束ですとか、獅子頭等を展示してあるのですが、その管理人の方に
一応説明をしていただくと、私どもはまたたくさんの人数あるいはまちまわり市民号と言いま
して、市内の方、それから県政バスですとか、そういう形で来たときには私どもが行ってまた
説明をするというふうな形をとっております。
実は今年になりまして、今の田空班といううちの班のところが 5 人から 3 人になりまして、
非常に担当も厳しくなっているというのが現状でして、今年行きまして何か人数が少なくなっ
たところに行ったものですから、ときどきそういうので呼び出されたり、そういう行事がある
ときには出るというふうな形になっております。
それから、獅子舞ミュージアムの年間の予算ですが、これは一応田空という管理費の中で動
いておりまして、実際には電気料とか、あるいは水道料といったものを、例えば上庄公民館な
どと使用が同時に行われているものですから、案分するような形でやっております。
実演会については、獅子舞ミュージアムの利活用の事業費というものをその中に持っており
まして、これも年間 5 回やるものに対して 1 回 9 万円の振興会に対する委託料という形で出し
ております。実際にはその分は出ていただく団体への謝礼というふうな形になりますので、振
興会の皆さんはほとんどボランティアでやっていただくというふうな形でお願いをしており
ます。ですから、実際にミュージアムの運営費というのもなかなかないものですから、企画展
をやるとか、そういうふうな予算が今のところなかなかないということです。財務のほうへは
一応音声案内ですとか、あるいはそういったシステムを少し中に加えて、もうちょっと何か充
実したものにしたいということで、この 2 年ほど出しておりますが、なかなか厳しい予算の中
で毎回落されております。
司会

はい、それから同じ秋山さんからですけれど、子どもたちは獅子舞が好きである、とこ

ろが若い層というか中間層がいないというふうに言われましたが、その中間層の年代とそこが
抜けることによる影響にどんなことがあるのでしょうかということで、これはどちらでも結構
ですが。
小境

幼稚園とか小学校低学年ぐらいだと、例えば学校の行事の中で、教科の中で、郷土学習

の中で、伝承する機会というのはありあす。中学生はちょっともう忙しくなって無理ですけれ
ど。氷見には大学がありません。高校が今 2 校、来年 1 校になりますが、卒業するとほとんど
の高校生はまず市外へ出ます。出てしまうと、まず戻ってきません。現在獅子舞員の構成メン
バーなんですけれど、旧来という言い方はおかしいのですが、昭和 30 年代ぐらいまでは、15
歳で青年団に入団します。青年団全員に仁義を切って、酒を持って団長に挨拶して、一応そう
いう習俗が伝わっています。本来でしたら、23 歳もしくは 25 歳が退団の年だったはずなんで
すけれど、当然人数が少なくなる、26 歳になる、27 歳になる、28 歳になる、30 歳になる、
そのうちにアンチャン（長男）の方は、長男は早く退団しますが、オッチャン（次男以下）の
方は少し後になる。今、40 代というのは青年団とは普通は言わないのですけれども、氷見で
は「獅子舞青年団」という便利な言葉がありまして、獅子舞を運営するについて手助けしてく
れる人がやっぱり 30 人ぐらいいます。カヤに 5 人入って、交代のメンバーも要ります。天狗
が 4 人から 5 人要ります。それから囃子方として、太鼓、笛、摺鉦などに 3～4 人要ります。
それから太鼓台が出ます。これにやはり 7～8 人かかります。そうするとやっぱり 30 人ぐら
い要る。中核になる高校を卒業した大学生など、22～23 歳の一番の中核になる人間が抜けて
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しまいます。そうすると、メンバーの中核が抜けるものだから、やはりしんどい。子どもと、
青年団とは言えない壮年団と。獅子舞青年団、お父さん方がなるものですから、いつまでたっ
ても真ん中がいない。少年から青年を飛び越えて壮年になってしまう。もう最近では小さい在
所だと、老人会も加わってやっています。
ただし、保存会という組織は実は氷見にはあまりありません。一応青年団もしくは若連中と
いう言葉がありますけれど、彼らが獅子舞の運営の中心になっています。ただその中核はいつ
までたっても抜けたままです。17～18 歳から 22～23 歳の学生がもうほとんどおりませんの
で、彼らは本来担うべきはずだったんですけれども、そこの一番の大事な戦力が抜けるもので、
やっぱり衰退のほうに向かっているような気がします。
司会

ありがとうございます。あとは全体にわたる質問が来ておりまして、私が拝見しまして

どうしてもここで取り上げたいと思う質問が三つございます。ここからはどなたにということ
はありませんので、ご登壇の先生方、コメンテーターの先生も含めて、何かご意見があったら
お願いできますでしょうか。
まず一つは、東村山ふるさと歴史館の久保田さんからですけれども、完成形がモノであると
ころの民俗技術と、行動である民俗芸能とでは同じ無形民俗文化財と言っても扱いが違ってく
ると思います。博物館が話題ですから、特に展示に関して言えば、最終形態であるところのモ
ノを展示することのできない芸能というのは、VTR 等に頼らざるを得ないところがありますが、
展示として何かよいアイデアやご経験がありましたら教えてくださいということで、これは多
分芸能にかかわらず、風俗とか生活文化なんかでもその無形のものをどうやって展示に活かす
かということで、何かアイデアとかご経験があったらということなのですが、いかがでしょう
か。もしありましたら挙手をお願いいたします。
小境

もうかなり前になりますが、平成 4 年から 5 年にかけて氷見の婚礼習俗展というものを

企画したことがあります。一体何を展示したのかというと、皆さんご存じだと思いますけれど、
加賀に加賀暖簾（嫁暖簾）という華やかな友禅染めの暖簾があります。これは越中の西部にも
非常に色濃く残っています。これはお嫁さんが自分の里から自分の里の紋を染めた暖簾を持参
して、嫁取りの日にそれを潜って婿方の御内仏さんにお参りする。そういう習俗があります。
それと婚礼の習俗と産育、人の一生までを展示しようということで展覧会をやったことがあり
ます。具体的な展示物は、例えばもちろん聞き取りの成果をパネル構成するのですけれども、
メインになったのは嫁暖簾です。それと例えば、嫁さんの履いてきた下駄であるとか、打掛で
あるとか、そういうモノに頼らざるを得なかった記憶があります。大変苦しんだのですけれど
も、ただ、その習俗を展示するといっても、習俗そのものは展示できませんので、それに関わ
るモノ、これと聞き取りと、古い写真。写真は文章の添え物ではなしに、写真は読むことがで
きます。ですから写真の持つ情報を読み解いて、それを文章の付け足りということではなしに、
写真を読んでその情報を展示しようという三つ組み合わせてやった経験があります。
司会

いかがでしょうか。芸能でも風俗でもそれから技術でもよろしいですが、何かそういっ

たものを展示するというアイデア。はい、永松先生、お願いします。
永松

経験上言いますが、無形文化財、特に芸能の場合は、楽器それから衣裳、それから採物。

68

総合討議

椎葉でやっていましたけれども、椎葉の場合神楽が 26 地区ありますので、それぞれの御幣と
か楽器とか、太鼓だけでなくて楽板であるとか、それぞれの特色がありますから、それを比較
して全部出しました。ただ問題は、もう一つつくってくださいと言っても、特に花祭とか、後
でちょっと言いますが、いわゆるエリモノと言われる切り紙がありますね、あれを貸してほし
いというと地元の信仰があってすごく嫌がられます。複製したものを高千穂なんかでは売って
いますけれど、椎葉の場合はすごく嫌がりまして、そういったものは展示をさせていただいて、
祭りのときに 1 日お返しするというようなことをやっていました。そうやって交流を深めてい
ったと思います。
ただちょっと気になったのは、技術の場合、完成したものを出せばいいという考え方もそれ
でいいのか。ものの今やっているつくり方を見せるというのと、道具はやっぱり使い方ですよ。
だから、各資料館で農具だけ並んで、また鍬が並んでいる、また鋤が並んでいるとしかならな
い。それは使ってみて、ああこうやって土が起こされるんだというのを見た感動があって初め
て分かるものなので、民具の展示というのは真剣に考えたほうがいいと思うのです。使われ方
というか、実際に房総のむらみたいに使われるとか、そういうことをもっと考えていかないと、
国立の民博レベルでだーっとたくさんものを出してバリエーションで見せるというのがあり
ますけれど、小規模な場合に見ると、またおじいさんとおばあさんの人形があって囲炉裏があ
ってとしかならないので、それは根本的に考え直されたほうがいいと思います。以上です。
前田

技術をいかに展示できるかというと、日ごろからずっと考えているのですけれども、子

ども向けの場合、先ほど私の映像の中で積木があったのですが、あれは船大工さんが木の性質
を見るために木目を見るものと、曲げ具合がどうなっているかを見極めるものなのです。その
技術をどう子どもたちに伝えたらいいかということで積木を置いているのです。あれはただ遊
ぶためにではないのです。実は船大工さんの技術を知ってもらいたいというのでやっています。
模型づくりも、実は展示にからめる意味でやっている体験教室でして、船の形、たかが模型
なんですが、速く走るためには展示物にある船の形を見るものと、船大工さんが道具を使うた
めにいかに早くできるかというものを見比べてほしいという意味で、体験教室とこの展示物は
セットになっています。
私たちの資料館には実はアルバイトで船大工さんがいるのです。船に関してはほとんど船大
工さんに説明をお願いしているのですけれど、僕は怠けたいのであまり案内しないのですけれ
ど、その中で船大工さんがこうなんだよと言ったときに、どうやるのかなかなか分からないと
ころがあるので、今の段階、僕は積木で子どもに伝えるのと、模型づくりで今精いっぱいで、
ジブリ美術館であったり、鳥羽水族館であったり、旭山動物園とかいって、いろいろ考えてみ
てはいるのですけれども、なかなか手に触るというのは技術は難しいですね。
司会
榎

ありがとうございます。ほかにどうでしょうか。
特に民具の展示、展示と言えるかどうか分からないのですけれど、民具の中でも専門職人

がつくるものではなくて、農家の副業的な生産物、籠笊ですとか蓑笠とか、そういったものな
んかを展示する場合、記録する場合というのは、例えば材料、道具、製品といったものがまず
考えられるのですけれども、実はやりながらちょっと後で、あ、抜けていたなと気が付いたこ
とがありまして、それは材料が材料になるまでの過程なのです。加工工程といいますか、ほと
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んどのそういう材料というのはもともと自然に生えている木や草を使うことが多いのですけ
れど、それをいつどういうふうに採集して、例えばそこにたどり着くまで何を目安にそこに生
えているということが分かるかとか、いろんな付随する民俗知識が本当に豊富にやっていらっ
しゃった方の頭の中に残されているのですけれども、そういった部分、採集に関する知識、あ
るいはそれをどうやって加工するのか、例えば藤の箕作りなんかですと、藤を一冬、採った後
土の中にいけておく。そして春に掘り返して取ると、ポキポキポキときれいに皮が剥げちゃう
とか、そういったちょっとした知識が本当に重要なのだと思います。そこの部分も本当は展示
なり映像記録をとる、文字の記録をとる上でも残していかなければいけない、あるいはこんな
に素晴らしい知識がかつてはみんな持っていたんだという部分を現代の方々にもご紹介して
いくべきなのかなというようなことを考えていたことがあります。
坪郷

最近、檜皮葺きをやっている職人と会ったのですけれど、今までああいう技術は隠して

いたのだけども、これからどんどん一般の人のために見せたいというふうに言い出しまして、
ちょうどお寺の修復工事の現場をみんなに見せる、そういう会がもたれたのです。現場で技術
を見せるとか、職人がつくっているところに行って仕事を見せるとか、さっき榎さんがおっし
ゃったけれど、つくる環境、場というのを、後ろの山や川も含めて、それ全体が工房なわけで
すから、そういうものを展示するという発想があってもいいのではないかと思います。それが
できなかったらビデオにするとか、博物館に来てもらうとかという次の段階があるのでしょう
けど、基本はその環境全体と身体技法を両方見せるというのが原点ではないかと思いますが。
司会

ありがとうございます。

前田

技術をいかに、要は民具をいかに気づかせるかというのをずっと考えている時に、子ど

もってゲームが大好きなのです。私たちの資料館は外と中の展示物をひもとくゲームを、ドラ
ゴンクエストであったりファイナルファンタジーみたいな問題を隠して、道具がないと次の過
程に行けないゲームをやっているのです。実は、民具というのは、生き物とかの自然に対して、
また自分たちの生活に対して楽をしたいような知恵比べだと思うのです。その民具から文化を
通訳するのが私たちの仕事ですから、それに気をつかせるためのツールというのですか、目に
見えないツール、それをところどころに準備して子どもたちに仕向けて、さり気なく体験させ
ていったほうがいいのかなと、この 8 年間の資料館活動で思います。
司会

ありがとうございます。ちょっとあと 2～3 分しか時間がないのですが、最後に一つだ

け取り上げておきたい質問がありますので、もしかしたら時間がちょっとオーバーするかもし
れませんがご了承ください。
最後の坪郷先生のお話は環境全体をということでしたけれど、これもどなたでも結構です。
ちょっと若干堂々回りの感はあるのですが、京都市の福持さんからで、地域から離れて博物館
という異質な空間で再現されるということ、あるいは本来の伝承者ではなくて、ボランティア
や職員が再現するということで、民俗性が担保されるものか否か。それを博物館業界ではどの
ように考えられていますか、というご質問なんですが、博物館業界に限らず、何かご意見があ
る方がおられたらこの場でお願いします。
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六郷

先ほどの、芸能の展示ができるかという話のときに言おうかなと思っていたのですけど

も、今の話とも関わると思うので、私どもは来年開館しようと今展示を考えております。芸能
に関わる面とか道具とか、そういうのをモノとして展示していく。それから、映像なり写真な
り音声なりを見ていただくというようなことをする、あるいは実際に神楽だったら共演大会と
いうステージを設けて、いろんな神楽団の方にいっぺんにやってもらって比較してみるという
ようなこともしてみてはいるのですが、デジタルアーカイブのための材料ということで、ちょ
うど 10 月でしたので、ほとんど毎週土曜日、秋祭りに行ってまいりました。そうしますと、
秋祭りの雰囲気というのは、神楽共演大会は私どものところでは非常に盛んなのであちこちに
あるのですが、そのときの雰囲気とは全然違うのです。地域の氏子さんが、よく知った神楽団
員と、いつものお宮でお祭りをしている。非常に場が和やかで、この雰囲気というものは、お
そらく写真にも撮りにくいだろうし、音声にもしにくいだろうし、ここにおる者にしか分から
なんのじゃないか。これを展示するにはどうすればいいんだろうかと、しばらく悩んだことが
ございます。
思うのでありますけれど、これはそこまでしか我々はできないのではないかと。できるだけ
その雰囲気を伝えるように最善を尽すということだけを考えて、例えばものを展示したり、映
像を展示したり、そういうようなことをする中で、なるべく本物というものに近づけたい。し
かしながら本物は 1 回限りのもので、もう 2 度と再現はできない、それを知った上でやるしか
ないのかなという気が私はしております。答えになったかならんかよう分かりませんけれども。
榎

以前私自身も文化財保護の仕事に就いていたこともあるのですけれど、そのとき、やはり

無形民俗文化財を今の社会の中でそのまま残していくというのはかなり困難で、本当に激流を
1 人で戸板 1 枚立てて止めているような感じで、その分だけは多少残るというような感じを受
けたことがありました。やはり保護、つまり現地で生のまま残すというお仕事はどちらかと言
うと行政のほうのお仕事で、そちらでかなりの部分を担っていくことになるのかなと思うので
すが、やはり博物館はそこまではできないのです。関わることが。ただし、房総のむらのよう
な形で、そのままだったら絶えてしまう、絶えてしまうには惜しいものの種火のようなものを
拾い集めて、一つずつ落ち穂拾いではないですけれど、袋に入れていくというようなそんなこ
としかできないのかな、それでもできるだけのことをやっていこうというスタンスなのかなと
思っております。
小境

先ほどの六郷さんの話の中で、お祭りの神楽が地元の競演会ではなしに、本来のやり方

でやられているとおそらく写真には写らないだろう。まさしく私もそう思います。
というのは、獅子舞に戻りますけれども、獅子舞もこれは本来屋外でやるものです。周りを
村の人が囲みます。あれはやるほうと見るほうが一体になってはじめて成立しています。DVD
中で「イヤサー、イヤサ」という声が聞こえたと思いますけど、あれは「弥栄え、弥栄え」と
囃しています。その声がやっている連中にも伝わります。もっと言えば、獅子を殺して終わり
たいのですけれども、終わりたくないのです。どんどんどんどんボルテージが上がっていく。
私は氷見の獅子舞をかなりムービーでも撮るし、スチールでも撮るし、聞き取りもするのです
けれど、最後はもう駄目なのですね。獅子舞のほんとうの姿というものは写真に写らないとい
うことが分かります。だけど、それを放っておくわけにはいかない。先ほど六郷さんも榎さん
もおっしゃったように、限界は当然あります。でも何かやらないよりはできる範囲の中で落ち
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穂を拾っていって一つずつ袋に入れていく、まさしくそれしか博物館が果たす役割というのは
ないと思います。それ以上は求められたらどうしようもない。本当に獅子舞は祭りのあの場で
見てはじめて分かってもらえる。果たして競演会でやるのは、獅子舞なんだけども、獅子舞み
たいなもののような気がします。以上です。
前田

環境全体をどう活かせるかということで、私たち市民と一緒に取り組んでいるのがある

のですが、リーマンショックで学んだことがあるのです。私たち 1 階が観光販売店で、2 階が
資料館施設になっていて、沖縄県に観光客が年間 600 万人来るのですが、リーマンショックが
起きたときに途端にお客さんが減ったのです。ただ、自分たちは入館者が右肩上がりだったの
です。それは何かと言うと、地域の人たちが利用していたので、リーマンショックの打撃を受
けなかったというのがあります。
それは何かと言うと、私たち海中道路の周辺に四つの島があって、沖縄国際大学の学生たち
と協働で民俗調査をしていって、村の悪い面と良い面を民俗調査をするのです。そこで面白味
があるのをグランドデザイン化していきたい。これは市の行政としてのまちづくりとしてのグ
ランドデザインではなくて、資料館から残してもらいたいものとか、風景を活かしていきたい
というもので、キーマンを見つけて関わりを持っていくことを心がけてきています。博物館は
箱だけで、事務所だけでいいと思うのです。島全体が僕は展示だと思いますので、学芸員が説
明するよりも地域の人たちに出会って、そこでふれあってもらったほうが本来の展示じゃない
かと思うのです。経済的な資本主義の文明を目指すのではなくて、文化的な民間伝承の文明を
目指すような博物館づくりとか役割が求められていくのではないか、それは柳田国男が言う
「経世済民」の道になるのか、また宮本常一が「離島振興法」で取り組もうとしていた地域の
ため、人のため、世のためという試みにつなげられたらなということで、今手探りでやってい
るところです。
司会

ほかにございますか。せっかくですので、もう最後までやりましょう。

永松

まず伝承についてなのですが、基本的にはやはり醤油づくりにしてもいろんな手づくり

のもの、あるいは行事の復元というのはそこの土地の人に来ていただいてするのが基本だと私
は考えているのです。コメントのときに言おうかと思ったのですが、私はもともと狩猟の研究
をやっていますから、阿仁のマタギという、秋田県北秋田市阿仁によく行きます。そこに打当
温泉マタギの湯というのがございまして、マタギの人がいろいろ活躍をされているのです。そ
の打当温泉はもともと阿仁町がやっていたのですが、合併して今北秋田市になって、北秋田観
光株式会社がやっていまして、マタギの語り部とか、マタギと一緒に熊の足跡を探そうとかい
ろんなイベントをやってお金を取っている。私は調査者ですから、どうしたらいいですかと言
うと、じゃあ語り部と同じ 5 千円をとって、僕は 1 回会うとお話をするということにして、そ
こが仲介役になってくれて、何時にここの家に行ってくださいというふうに全部やってくださ
るのです。それは、本当に雪の中なので、皆さん小さいときは親が全部稼ぎに出てつらい思い
をしたので、とにかく冬の仕事をつくるんだということで、万民に、温泉だけが儲けるのでは
なくて、とにかく村人一人ひとりにお金を残していきたいという必死の思いでやっておられま
して、非常にうまくいっています。道の駅と打当温泉と熊牧場を持っていまして、経営として
は黒字であるということなのです。お金をとるかどうかという問題はあるのですが、それでも
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私はこういうやり方があるのかなというふうに思っています。
先ほどから職人さんが秘伝をどんどん言うようになったと、それは秘伝なのはお弟子さんが
いるから一子相伝で伝えていけるわけで、伝える人がいないものですから、もう言ってしまわ
ないとどうしようもないわけです。実はマタギの人たちも本当にそうで、山言葉なんか絶対言
うものじゃなかった。熊というのはマタギ言葉でイタズと言うのですけれど、そのイタズをと
って、そこでは「イタズラーズ」という熊の可愛いキャラクターをつくってそれを売っている
のです。今はフォークロリズムで岩本通弥さんなんか民俗の商品化について問題視されていま
すけれど、しかし、そこの人たちが本当に自分がマタギだというすごい自信を持ってやってお
られて、熊の保全とか山の生態系を維持しているんだということを言いながら、自分たちはマ
タギであると堂々と主張できるという、それは本当に素晴らしいことだと思っていますので、
やはり地元の人と話をするということが非常に大事なので、博物館もぜひそういう方向性に行
ってほしいなというふうに民俗の場合は思います。
あと、その箱ものをつくりました、それで別のものを展示したら、異次元のものじゃないか
と、まさしくその通りなのです。それをわざわざつくる必要があるのかというのはすごく大事
なところで、これからつくられるところは、何のためにつくるのですかという目的意識をはっ
きりしていないと駄目だと思うのです。
椎葉の場合はまず人が少なくなって、いずれなくなるだろう。だからもともとこうだったと
いうのをまず全部展示したいというのが一つ。神楽 26 地区、臼太鼓 6 地区ありましたので、
同じ日に神楽をやることが多いものですから、お互いの隣地区でも見ていないのです。博物館
ですると地元の人がすごく喜ぶのです。ここではこういうことをやっているんだ、あそこでは
こういうことをやっていると、お互いの相互交流になって、では今まで行ったことがないけれ
ど、そんならここに行ってみようよと、結構交流が増えた。それから私はもっと広い範囲で九
州全域から椎葉を見るとか、あるいはシバヒキというシバを引っ張り合う演目がありますから、
あれは奥三河の榊を引っ張るのと同じようなものなので、ほかにもこんなのがありますよとい
し ろ み

うのはすごく喜ぶのです。やっぱり花祭見学に行かれたり、椎葉から銀鏡神楽を見学に行った
りするようになって、自分たちの神楽というのはどんなものかという再認識をするというのは
非常に大事な教育効果が出ていると思います。だから、博物館を誰に向かってつくるのかと、
やはりそこなんです。地元の人の教育普及なのか、観光客に来て喜んできてもらうためなのか、
そこで分かれる。だからそれで異次元のものの中に入れることが果たしていいのかどうかとい
う問題よりも、いったい何をしたいのかを先に決めないと、後でそういう問題が起こってくる
でしょうね、という気がします。以上です。
坪郷

民俗技術とか無形のものがその場を離れたらどうなるかということに対してですけれ

ど、そういうことは民俗学とか文化人類学が始まってからずっと繰り返し考えてきたことで、
多分、人間はそれを賢く選択してきているのではないかと思うのです。僕はそれを素直に認め
ていいと思います。
ただ、大事なのは、その大もとの、さっきも言いましたけれど、暮らしだとか、生活全体を
まず記録としてとらえてから、その民俗技術だとか無形の芸能とかというのはこうであったと
いうのをやはりちゃんと位置づけをはっきりさせておく。立ち戻ろうとすると、そこにもとの
何か記録なり何かがある。それをやるべきではないかと思います。
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司会

ありがとうございます。というわけで、これは多分博物館のことだけではなくて、文化

財保護なんていうのもそもそも保護する必要があるのかとか、何が変わって何が変わらないの
かと同じような問題だと思います。私たちもいろいろこれから考えていきたいと思います。
長くなりましたけれども、皆さんどうもお疲れさまでした。それとご登壇の先生方、どうも
この度はありがとうございました。それではこれでこの会は終了とさせていただきます。
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ࡓ࠸ࠋ

ࠊἈ⦖┴ࡢẸᩥ㈈ࡢ⌧≧
Ἀ⦖ࢆึࡵ࡚ゼࢀࡿほගᐈࡣἈ⦖┴ࢆࡲࡎ㟷࠸ᾏ࣓࣮ࢪࢆࡶࡗ࡚ࡸࡗ࡚ࡃࡿࠋࡋ
ࡋࠊ┴Ẹࡣࡑࡢ㢼ᬒࢆ᪥ᖖ⏕άࡢ୍㒊࡛࠶ࡾࠊࢿࢸࣈࡼࡿᾏὒᩥ㛵ࡍࡿㄪᰝ◊
✲ࡀ⛥࡛ⷧ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣἈ⦖┴ࡢᩥ㈈ࡽࡶ▱ࢀࡿࠋ
㸯㸬Ἀ⦖┴ࡢᅜ࣭┴࣭ᕷ⏫ᮧ࠾ࡅࡿᩥ㈈ᣦᐃ㸸1,324 ௳㸦ᖹᡂ 21 ᖺᗘ⌧ᅾ㸧
 ձ᭷ᙧᩥ㈈ 328 ௳ ղ↓ᙧᩥ㈈ 31 ௳
ճẸᩥ㈈ 332 ௳㸦ෆ ᭷ᙧ 132 ௳ࠊ↓ᙧ 200 ௳㸧㸸⯪ᕤࡢᩥ㈈ᣦᐃ㸯௳
 մグᛕ≀ 633 ௳
Ў
ͤࠕẸᢏ⾡ࠖ⾜ᚋࡢ≧ἣ㸦ᖹᡂ 17 ᖺ㸲᭶㸯᪥ᩥ㈈ಖㆤἲࡢ୍㒊ᨵṇ௨㝆㸧Ѝ㸮௳
ͤᾏࡢ࣓࣮ࢪࢆࡶࡘ┴㐪ࡗࡓᣦᐃࡢ≧ἣ㸦ᙜࡓࡾ๓ⓗ࡞ぢⴠࡋ㸧
ͤᚋࡣࠊ⯪ᕤࡑࡢ㐨ලࡢᣦᐃࡀồࡵࡽࢀࡿ㸦㧗㱋ᚋ⥅⪅㊊㸧㈨ᩱ㸯
㸰㸬ᅜ࡛ࡳࡿ㔜せ↓ᙧẸᩥ㈈㸦ᅜᣦᐃᩥ㈈㸧㸸㸶௳㸦ᖹᡂ 22 ᖺ㸳᭶㸯᪥⌧ᅾ㸧
 ձ㟷᳃┴㸦࣒ࢲ࣐ࣁࢠ⯪〇సᢏ⾡㸧2006㸦ᖹᡂ 18㸧ᖺ㸱᭶ᣦᐃ ⏕ᴗ࣭⏕⏘ Ẹᢏ⾡
 ղ᪂₲┴㸦ࡓࡽ࠸⯚〇సᢏ⾡㸧2007㸦ᖹᡂ 19㸧ᖺ㸱ᣦᐃ ⏕ᴗ࣭⏕⏘ Ẹᢏ⾡

୕ࠊᾏࡢᩥ㈨ᩱ㤋ࡢ⫼ᬒ
 ᮏ㤋ࡣ㛤㤋ࡢ‽ഛᮇ㛫୰ࡦࡘࡢ┠ᶆࢆࡶࡗ࡚ࡾࡃࢇࡔࠋࡑࢀࡀᆅᇦṧࡿẸලࡸ
⮬↛ᶆᮏ࡞ࢆᒎ♧ࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᆅᇦᩥࡢ≉᭷ࡢ↓ᙧẸࢆබ㛤ᒎ♧࡛ࡁ࡞࠸ࢆ
➨୍ࡢ┠ⓗ㛤㤋ࡢ‽ഛࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ⫼ᬒࡣ↓ᙧẸᩥ㈈ࡢᣦᐃࡢ⌧≧࠶ࡗࡓࠋ
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㸯㸬㈨ᩱほ❧ᆅࡢၥ㢟
ձ࠺ࡿࡲᕷࡢேཱྀ 118,160 ே㸦ᖹᡂ 22 ᖺ㸲᭶⌧ᅾ㸧
ղ㈨ᩱ㤋࿘㎶ࡢேཱྀ㸦㑣ᇛ 12,737 ேࠊ㐃 14,067 ே㸸ィ 26,804 ே㸧
ճ㉸㧗㱋㉸ᑡᏊࡢᐇែ
մᖸ₲㠃ࡋࡓᮧⴠࡢ❧ᆅ Ѝ┴ෆ᭱ࡢᖸ₲㠃✚ࢆࡶࡘᆅᇦ࣐࣮ࣛࣥ⯪㈨ᩱ㸰
㸰㸬Ꮫᰯᩍ⫱᰿ࡊࡍᩍ⫱ᬑཬάື
 ձᑠ୰Ꮫᰯ⏕ᚐᩘ ㈨ᩱ㸱
 ղ㈨ᩱ㤋⏝⪅ᩘ 33,358 ே㸦ᖹᡂ 21 ᖺᗘ㸧 ෆ㸸┴ෆ 21,183 ே ┴እ 12,175 ே
                        Ꮚࡶ 8,128 ே࣭ே 25,230 ே
Ў
ͤࠕḟୡ௦ࢆᢸ࠺ே࡙ࡃࡾࡢࡓࡵࡢᩍ⫱ࡢࢧ࣮ࣅࢫᴗࠖࢆᒎ㛤 ㈨ᩱ㸲

ᅄࠊἈ⦖ᩥࡢ࣐࣮ࣛࣥ⯪
⌧ᅾࡢἈ⦖┴ෆࡣ⯪ᕤࢆ࡞⫋ᴗࡋ࡚⏕ᴗࡍࡿ⫋ேࡀ࠸࡞࠸ࠋ⫋ேࡣ⏕άⱞ࡛
࠶ࡿࡓࡵࠊูࡢ⫋ࡶཷࡅᣢࡕ࡞ࡀࡽᮌ㐀⯪ࡢ〇సࡢᶵࢆࡲࡘࠋ
㸯㸬⯪ᕤࡢ⌧≧ ㈨ᩱ㸳
 㸨ᮾᾏỈ⏘⛉Ꮫ༠ᾏࡢ༤≀㤋⦅ࡢࠗᅜࡢ⯪ᕤᏑᅾ☜ㄆㄪᰝሗ࿌᭩࠘㸦2003 ᖺ㸧
 㸨ࢧࣂࢽࡢ⯪ᕤࡣ⣒‶ᕷࢆ୰ᚰ㸴ྡ⛬ᗘࠋ࣐࣮ࣛࣥ⯪ࡢ⯪ᕤࡣࠊ㉺᮶ᐙ㸯ྡࡢࡳࠋ
㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ㸱᭶࠺ࡿࡲᕷᣦᐃ↓ᙧẸᩥ㈈
㸰㸬ᩥⓗ࡞≉ᚩ
 ձ࣐࣮ࣛࣥ⯪ࡢㄒ※
㸨࣐࣮ࣛࣥ⯪ࢆ୍⯡ࠕᒣཎ⯪㸦ࡸࢇࡤࡿࡏࢇ㸧ࠖࡪࠋࡋࡋࠊᖹᏳᗙᓥࡢ⯪ᕤ
ࡣࠕ࣐࣮ࣛࣥ⯪ࠖࡪࠋ୰ᅜ⚟ᘓ┬Ἠᕞᕷࡣࠕ㤿ⰄࠖࠋЍ၈㡢
 ղྐᩱࡽࡳࡿ࣐࣮ࣛࣥ⯪ࡢⓎ⚈ఏ㸦௦ᆅᇦ㸧
㸨ྐᩱࠕ㤿Ⰴ⯪ࠖࡢᩥᏐࡸࠗ⌰⌫᫆ ᅗᒊ㢼࠘➼ࡢグ㘓Ⓩሙ Ѝ ୡ⣖
㸨18 ୡ⣖ࢆࡣࡉࡴ๓ᚋࡢ㤳㔛⋤ᗓࡀ୰ᅜࡢࢪࣕࣥࢡ⯪ࢆࣔࢹࣝࡋࡓẸ㛫⯪㸦㤿Ⰴ⯪㸧
ࢆᬑཬࡉࡏࡿࠋ Ѝ୰ᅜⓗᚿྥࢆᙉࡵࡿ⟇ࢆᒎ㛤㹙㇏ぢᒣ 2003㹛
 ճẸᢏ⾡Ẹල
  㸨⯪ᕤࡢ㐀⯪ᢏ⾡
ձࡍࡾྜࢃࡏࠊղᮌẅࡋ ⣔⯪ᕤࡢᢏἲ
ճᙧ㠃ࡢ ᐃ ࣚࢵࢺࡢ〇సᢏἲࡽࡢᙳ㡪㸽
  㸨⯪ᕤࡢ㐨ල
   ձ㗹ࠊ㸰ே⏝㗬 ୰ᅜ⣔ࡢ㐨ල㸽
   ղࡍࡾྜࢃࡏ⏝ࡢ㗬 ⣔ࡢ㐨ල
Ў
ͤ୰ᅜᩥ᪥ᮏᩥࢆࡶࡘ࣐࣮ࣛࣥ⯪㸦࠶࠸ࡢᏊ㸧
ͤἈ⦖ᩥࡢ≉ᚩࢆࡶࡘ↓ᙧẸᩥ㈈㸦Ẹᢏ⾡࣭Ẹල㸧
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㸱㸬⯪⯧ᕤᏛⓗ࡞ഃ㠃 ㈨ᩱ㸴 ㈨ᩱ㸵
 ձࠕ᪥୰ὶྐ࠾ࡅࡿᾏ࣭㐀⯪ᢏ⾡㛵ࡍࡿᕤᏛⓗ◊✲ࠖ㸦2007 ᖺ㸳᭶ᐇ㸧
ղඵᮌග࣭Ἑ㑔ᐶࡢࠕἈ⦖࣐࣮ࣛࣥ⯪ࡢ⯪ᆺ㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࠖ㸦2009 ᖺ㸧
Ў
ͤ⏥ᯈࡀ┦ᑐⓗపࡃࠊỈ㠃㏆࠸⨨タࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ࣐࣮ࣛࣥ⯪ࡣἈ⦖㏆ᾏࡸ༡すㅖ
ᓥἢࡗࡓ⯟㊰㐺ࡋ࡚࠾ࡾࠊẚ㍑ⓗἼࡢᑠࡉ࡞ἢᓊ⯟⾜ྥࡃࡼ࠺ᘓ㐀ࡉࢀࡓࡇ
ࡀᩘ್ⓗ࡙ࡅࡉࢀࡓࠋ

ࠊᕷẸ༠ാࡢᩍ⫱ᬑཬάື
 ᮏ㤋ࡣ⣙㸶ᖺ㛫ࡢᩍ⫱ᬑཬάືࡢ࡞࡛ࠊ┴ෆࡋ࡞࠸බ㛤ᒎ♧ࡸయ㦂ᩍᐊࢆᏊࡶ
┠⥺࡛ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓࠋࡑࡢάືࡣᕷẸࡸ࣓ࢹ࡞ࡢ༠ຊᨭࡀ࠶ࡗ࡚ᡂࡾ❧ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ
㸯㸬ᖖタᒎ࣭⏬ᒎࡢᐇ㸦㛤㤋ࠊ㹆㸯㸴ࠊ㹆㸰㸯㸧㸸බ㛤ᒎ♧ ㈨ᩱ㸶
 ձ15 ᑻࡢᮌ㐀⯪ඖ㸦㸱௦┠ࡢ㉺᮶႐Ặ㸧
ղࢸ࣐ࣥ⯪ࡢ㞟ඖ㸦㸰௦┠ࡢ㉺᮶ᩥẶ㸧
ճࢧࣂࢽࡢ㞟ඖ㸦ึ௦ࡢ㉺᮶㑻Ặ㸰௦┠ࡽ㸱௦┠㸲௦┠ࡢຬ႐Ặ㸧
մ࣏࣏ࣥࣥ⯪ࡢ㞟ඖ㸦㸰௦┠ࡽ㸱௦┠㸧
㸰㸬Ꮫᰯᩍ⫱㸦ಖ⫱ᅬ࣭ᗂ⛶ᅬ࣭ᑠ୰Ꮫᰯ㸧ࡢ㐃ᦠ㸸ぢᏛཷධ࣭ၨⓎᮏᬑཬ
 ձධ㤋⪅ቑຍຠᯝ㸦㒓ᅵᩍ⫱ࡢ㔊ᡂ㸧
 ղᆅᇦᩥࡢㄆ㆑ேᮦ⫱ᡂ ㈨ᩱ㸷
㸱㸬㹒ࢩࣕࢶࢹࢨࣥά⏝㸸ࡲࡕࡢࢩࣥ࣎ࣝ
 ձࣛࣥࢼ࣮⊂ࡾࡦࡾࡀᗈሗ࣐ࣥ Ѝᕷ⾤ᆅࡢᗈሗᡓ␎
 ղࢩ࣮ࣝ㛤Ⓨ㸦ࢻࣟࢵࣉࢫ㸧 ЍᏛᰯ⌧ሙࡢᗈ࿌ᡓ␎
㸲㸬NPO ༠ാࡋࡓࢧࣂࢽᕹ㉮య㦂㸸య㦂ᩍᐊ ㈨ᩱ 
 ձᕹ㉮ࡢ㨩ຊឤື
 ղ᧯⯪ᢏ⾡ᘓ㐀ᢏ⾡ࡢၨⵚάື㸦࣐࣮ࣛࣥ⯪ᘓ㐀ࡢᮇᚅ㸧
㸳㸬ᕷẸ༠ാࡢ⏬㐠Ⴀࡢᶍᆺ࡙ࡃࡾయ㦂ᩍᐊ࣮ࣞࢫ㸸య㦂ᩍᐊ㈨ᩱ 
 ձẸᏛࡣࠕయឤࠖ㸦ᐑᮏᖖ୍ࡢゝⴥ㸧
 ղᇙࡵ㎸ࡳᘧࡢᏛ⩦࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏊࡶࡢゝㄒ⾲⌧ࢆ➨୍ࡋࡓពᕤኵࡢሙ࡙ࡃࡾ
ճᡭฟ∧ࡢ≉ู༠ຊ
㸴㸬ᕷẸ༠ാ࡛ࡘࡃࡗࡓࢿࢵࢺࣛࢪ࢜㸸ᗈ࿌㈝ࡀ࡞࠸㈨ᩱ㤋 ㈨ᩱ 
 ձᡭࡢ㒔ᕷ㒊ࡢ༤≀㤋㐪ࡗࡓᗈሗᡓ␎
 ղᏛⱁဨࡀᆅᇦ㈨ᩱࢆ᥀ࡾ㉳ࡇࡋ⤂ ЍேᮦⓎ᥀ὶ

භࠊ࠾ࢃࡾ
ᮏ㤋ࡢ↓ᙧẸᩥ㈈࠾ࡅࡿᩥ㈈ಖㆤάືࡣࠊ┴ᣦᐃཬࡧᅜࡢ㔜せ↓ᙧẸᩥ㈈
ྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡎ⌧ᅾ⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊබⓗ㈨㔠ࡢᨭࡀ࡞࠸ࡲࡲᆅ㐨ྲྀ
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ࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓ⯪ᕤࡢ⫱ᡂࡣຍ㏿࡛ࡁࡎࠊࢫ࣮࣮ࣟ࣌ࢫ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୍᪉ࠊ㈨ᩱ㤋Ꮫᰯ
ᩍ⫱ࡢሙࢆά⏝ࡋࡓᩍ⫱ᬑཬάືࡣࠊከࡃࡢᕷẸࡢၨⵚάື╔ᐇ㒓ᅵᩥࡢ㔊ᡂࢆ
⫱ࢇ࡛࠸ࡿᛮࢃࢀࡿࠋ
ᚋࡢ㈨ᩱ㤋ࡢᙺࢆᯝࡓࡍᩥ㈈ಖㆤάືࡣࠊࡁࡃࢃࡅ࡚㸰Ⅼ࠶ࡿࠋ
ࡦࡘࡣࠊᇶ♏ⓗㄪᰝ◊✲ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡛࠶ࡿ㹙ᅜศ 1978㹛ࠋࡑࡢㄪᰝࡣ࿘㎶ᆅᇦࡢẚ
㍑ẸᏛⓗ◊✲࡛⯪ࡢᵓ㐀ࠊ⯪ᕤࡢ㐨ලࠊ⯪ᕤࡢẸᢏ⾡ࢆ᫂ࡽࡋࠊᏛᰯᩍ⫱ࡸ
⏕ᾭᏛ⩦࠸ࡋࠊᩍ⫱࡛ᆅᇦ࡙ࡃࡾࡍࡿᡓ␎ࢆヨࡳࡓ࠸ࠋ
ࡩࡓࡘࡣࠊᚋ⥅⪅ࡢ⫱ᡂࡋ࡚ᐇ≀ࡢ࣐࣮ࣛࣥ⯪ࡢᘓ㐀࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊ㈨㔠㠃࡛㢌ࢆ
࠼ࡿ≧ἣ࡞ࡿண ࡉࢀࡿࡀࠊᕷẸ༠ാ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࢆᕷẸࡶ
࣎ࢺ࣒ࢵࣉࡢᨻ⟇࡛ᐇ㊶ࡋࡓ࠸ࠋ

࠙ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ
ụ㔝ⱱ 1994ࠗ⌰⌫ᒣཎ⯪Ỉ㐠ࡢᒎ㛤࠘ ࣐ࣟࣥ᭩ᡣ
ᯈⱥఙ 2002ࠕ㤿Ⰴ⯪ࡢከᵝࡑࡢ⫼ᬒࠖ
ࠗẸල࣐ࣥࢫ࣮ࣜ࠘➨ 35 ᕳ➨㸳ྕ ⚄ዉᕝ
Ꮫ᪥ᮏᖖẸᩥ◊✲ᡤ
ᾏࡢᩥ㈨ᩱ㤋⦅ 2004ࠗἈ⦖࣭㑣ᇛ⏫ࡢ࣐࣮ࣛࣥ⯪㸫ࡑࢀࢆἈ⦖ࡢேࡧࡣᒣཎ⯪ࢇࡔ
㸫࠘ 㑣ᇛ⏫ᾏࡢᩥ㈨ᩱ㤋
        2004ࠗἈ⦖ࡢ⯚⯪㸫ᾏ⏕ࡁࡿẸࡗ࡚᭱ࡢ㐨ලࡣ⯚࣭⯪ࡔࡗࡓ㸫࠘
㑣ᇛ⏫ᾏࡢᩥ㈨ᩱ㤋
         2009ࠗ⯪ᕤ࣭㉺႐Ᏹಖ㈼❶ࡢୡ⏺࠘ ࠺ࡿࡲᕷ❧ᾏࡢᩥ㈨ᩱ
㤋
ᓥᬡ㞝 1986ࠗୖ⥲᥀ࡾࡢẸ㸫Ẹᢏ⾡ㄽࡢㄢ㢟࠘ ᮍ᮶♫
Ἀ⦖┴ᩍ⫱ᗇᩥㄢ⦅ 2010ࠗᩥ⾜ᨻせぴ㸫ᖹᡂ 21 ᖺᗘ∧㸫࠘ Ἀ⦖┴ᩍ⫱ጤဨ
႐⯋ሙ୍㝯 1974ࠕࠗ㤿Ⰴ⯪࠘⪃ࠖࠗᾏྐ◊✲࠘➨ 23 ྕ ᪥ᮏᾏྐᏛ
ぢಇኵ 1978ࠕ༡ᓥࡢᾏୖ㏻Ẹ㸫㐀⯪♩ࢆ୰ᚰ㸫ࠖࠗṔྐே㢮࠘➨㸳ྕ ⟃Ἴ
ᏛṔྐ࣭ே㢮Ꮫ⣔
ᅜศ┤୍ 1978ࠕゎㄝࠖᅜศ┤୍⦅ࠗㄽ㞟ᾏୖࡢ㐨࠘ ᭩ᡣ
㇏ぢᒣ⾜ 2003ࠕ⌰⌫࣭Ἀ⦖ྐࡢୡ⏺ࠖ㇏ぢᒣ⾜⦅ࠗ⌰⌫࣭Ἀ⦖ྐࡢୡ⏺࠘ ྜྷᕝᘯᩥ
㤋
ྡ┿ᐅ 1972ࠕᒣཎ⯪ࠖࠗ⌰ྐᏛ࠘➨㸱ྕ ⌫ᏛྐᏛ
ඵᮌග࣭Ἑ㑓ᐶ 2009ࠕἈ⦖࣐࣮ࣛࣥ⯪ࡢ⯪ᆺ㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࠖ
ࠗᮾᾏᏛ⣖せᾏὒᏛ㒊
ࠕᾏ㸫⮬↛ᩥࠖ㸫࠘㸵㸫㸯 ᮾᾏᏛᾏὒᏛ㒊
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資料3（榎）

「農家」の体験内容（一部）
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資料3（榎）

「商家」の体験内容（一部）
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資料3（榎）

「むらの達人講座」の内容（一部）
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資料6
団体体験の内容（一部）
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資料4（鈴木）
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アンケート集計結果

第 5 回無形民俗文化財研究協議会
参加者総数

98

アンケート集計結果

アンケート有効回答数

72

アンケート有効回答率

72.7%

アンケート結果
(1)-3 所属（複数回答あり）
①行政関係者

(2) この協議会に参加して
51

②保存会関係者

0

③研究者

17

④その他

8

⑤無回答

0

①非常に有意義だった

44

②有意義だった

27

③参加する必要はなかった

0

④無回答

1

(3) この研究協議会に出席して有意義だったと考える理由
（非常に有意義だったと回答したもの）
• 他館や他地域の具体的なとりくみや成功例、失敗例を聞けて大変参考になった。
• 発表者の方々が多彩で実に有意義でした。ことに北広島町のように、出来れば話したくない
ような発表は貴重でした。成功した例より参考になりました。
• 各発表とも、たいへん興味深かった。特に全体を通してみると、行政というものがどういう
役割をすべきか、その中で無形民俗文化財というものをどう保存、あるいは活用していくか、
ということを改めて考えさせられた。
• 氷見の報告で田園空間整備事業と獅子舞を結びつける事業展開を教えていただけたのはよか
った。うるま市の年間運営費 10 万円の中での活動の工夫にはびっくりした。芸北民俗芸能
保存伝承館の再開には、いろいろな思惑の中での自らの立ち位置を考えさせられる発表であ
った。
• 無形民俗文化財の保護および記録保存という位置付けにおいて博物館施設が果たす役割は大
きいといえ、その試みについて知ることができた。技術伝承は本来、各保持団体が受け持つ
内容であるが、その組織の弱体化などに対応する枠組みを、博物館、資料館が担う可能性に
ついて考えることができた。
• 自治体規模が当市と類似する自治体の方々の頑張り、智恵を知ることが出来、とても勉強に
なりました。また、課題・問題点も普段、仕事の上で浮上してくるものが提示・検討されて
おり、参考になりした。
• 普段接する機会に恵まれない地域の諸事例を拝聴できて、たいへん参考になりました。事例
報告の前提として、それぞれの博物館、資料館の基礎的な情報（たとえば、前田先生の館は、
1F は首長部局の管理なのか、館長は一般行政職か etc.）を提供していただけたら、もっと理
解が深まったかと思う（榎先生の例を出せば、あと 3 年後に指定管理者を落札できなかった
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ら、財団内で行ってきた技術伝承はどうなるのか、etc.を考えなければならなくなっている。
直営ならば、とりあえず考えなくてもも良いことである）。
• 自分の職場ですべき問題がみえたと思います。
• 活発な議論、大変参考になりました。
• 現場の工夫と知恵がよく伝わった。
• それぞれの事例発表において、問題点が提示されていて、それにどのように対処していって
いるかについて聞くことができ、同様の問題やジレンマを抱えているので、大変勉強になり
ました。
• 事例に基づいた報告・協議だったため、具体性があり分かりやすかった。
• 今回の報告者の方々の発表内容、実際の苦労についての説明や実践が素晴らしかった。また
4 人がバラエティに富んだ内容で良かったと思います。東文研の方々の御努力にも敬意を表
します。
• 現在の博物館の運営や展示におわらず、地域の中でどのような役割を担っていけるのか、本
当に真剣かつ切実にとりくまれている様子がわかって非常に勉強になった。地域の中で博物
館が、もしくは博物館によって地域がどう生き残れるのか、考えるきっかけになった。ちょ
うど劇場法の関係で劇場と地域・社会について考えるフォーラムにも参加していてそことも
つながった。
• 博物館活動を通して体験することの意味にについて考えることができたので。
• 毎回企画がよいので勉強になります。
• 現状は厳しいのはあまり変っていないと思いますが、それにしても担当者の努力、工夫は大
変なものと感じます。発表者もよく検討されて選ばれていると思います。
• 職務上、民俗文化財を担当しているが、専門が考古学であるため、民俗文化財へのアプロー
チや取組み、他市町村の状況を知ることができ、非常に有意義であった。
• 民俗文化財保護における地域の拠点、また社会の拠点としての博物館、資料館等の有効性と
現状の課題について現場サイドの事例から多様なケースがみてとれたため。今後の保護の在
り方を考えるうえで非常に有意義だった。
• 市町村の資料館の現状（苦労）に触れ、共感や感銘を受けた。獅子舞の形態の違いや若者層
の積極的参加の現状を知ることができ、当市での保護施策に反映させたいと思った。
• 近年、博物館の役割が住民協働と積極的な技術伝承の保存活動へと発展しゆく中で、活動の
あり方、方向性を学ぶ良い機会となりました。
• 地域の特色ある伝統文化を人々に浸透させ、活性化させ、保存をいかにしていくかの難しさ
を感じた。博物館はその拠点として発進していく役割を担うも、継続して行う大変さを思う。
• 民俗芸能や民俗芸術を、博物館で保護、展示公開することの可能性、問題点などが示され、
参考になった。映像制作の仕事にたずさわる者として、映像記録作成の必要性をあらためて
感じさせられた。
• 現場の状況がよくわかりました。過疎化、高齢化の問題が共通した問題のように感じられた。
この問題は博物館、資料館ばかりでなく、国、県、基礎的自治体、文化財組織なども連携し
てとりくむ課題ではないかと思われた。また、博物館などに専門職員がいない問題点も少し
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見えたような感じがした。無形民俗の保護には博物館の従事者だけでなく、設置者も責任を
負うべきと感じた。今回の議論は、無形民俗文化財保護に対する博物館、資料館の責任と活
用法を理解する意味では参考になった。ただ、無形民俗文化財をめぐる状況は厳しく、博物
館以外の保護の事例も知りたいと思った。
• 博物館と文化財保護のことを考えるよいきっかけとなった。
• 今後の活動のヒントをいただきました。現在起っている様々な変化の中で、生きている人々
が求める形で民俗を継承してゆくのは難しい。房総のむらの方法は一つの理想形ではあるが、
何か違和感もぬぐえない。いろいろ考えさせられました。
• 事例報告の中で、市民協働について、成功例、試行錯誤の例など挙げていただき、当館とし
ても今後どのような形で市内の無形文化財を研究、紹介してゆくのが良いか、とても参考に
なりました。
• 体験活動報告やそれに関する問題。伝統芸能、技術の伝承の難しさや、それに対する対応策
等大変参考になった。無形民俗の伝承及び復活について、考える一つのヒントが得られた。
• いつも参加させていただきありがとうございます。実際の事例の発表を聞かせていただける
のが何よりの勉強になると思います。今回は各館の多様な取りくみに、いろんなヒントがあ
るように思えました。いかせていければと思います。
• 多くの事例を知ることができた。画像が多く使われてわかりやすかった。
• 様々な自治体での事例をきき、別々の背景を持ちながら多角的な取り組みを行なっている様
子を窺い元気（やる気）をもらうことができました。特に体験活動は今導入を行っている所
で非常に参こうになりました。
• 無形文化財保護の場としては、博物館には限界があることが、多くの事例を通じて理解でき
ました。
• 民俗芸能、無形文化財の保存と継承のあり方を語ることができた。
• 民俗技術と民俗芸能双方の特徴がよく出た博物館の事例を聞くことができました。ただ逆に
言えば、特徴的な対象（目玉）を持っていることが（様々な問題はあるにせよ）幸せな館の
事例だったとも思います。そうした目玉を持たない地域（あるいは持っていないと考えてい
る）、あるいは数多くの事例を処理しなくてはいけない広域な（県立などの）博物館ではどの
ように考えてゆくのか改めて聞いてみたいと思いました。
• 各県の報告（発表）により、他県の伝承状況等を一定程度理解することができ、本道の無形
民俗文化財の伝承活用の推進を図るための参考となった。
• 各館で取り組んでいる活用事例のほか、現実に直面している危機や苦労、問題点をナマの声
で聞くことができた。特に文化財行政以外で所管する施設における取り組み事例（氷見市）
は参考になった。
• 次世代への継承という点でどこもご苦労されていることがわかりました。子どもを含め若い
人たちにいかに伝え、地域全体を巻きこんでいくかという課題ははっきりしていますが、そ
こを解決していくためには、長期的視点を持って取り組んでいく必要があると再認識しまし
た。
• 各地の博物館、資料館でも〝無形文化財〟をめぐって、さまざまな動きがあることが分かっ
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た。現状を正確に把握することが重要である。同じ博物館、資料館を舞台としても、民俗芸
能とその他の体験的な活動、あるいは首都圏のような大都市圏と地方の特に過疎地とでは、
共通面よりも差異が大きく、分けて議論することも必要ではないかと思われる。
• うるま市や芸北の事例は大変参考になった。うるまの場合、やはり「人」の力が大きいと思
えた。芸北の神楽（スーパー神楽）と氷見の獅子舞ともに、芸能としての生きている力を感
じた。そこに「人」の力のある博物館がかかわるという姿だろうか。
• 日本各地の現場での「生」の意見を聞くことができた点がたいへん有意義だった。
• 無形の民俗の保護における博物館、資料館の役割という協議テーマで、どの発表者も自分の
ところの博物館、資料館の特徴ある取り組みを、その役割も含め発表いただいたと思います。
その中でも、
「芸北民俗芸能保存伝承館の試行錯誤」を発表いただいた六郷さんのお話は興味
深いものでした。観光と文化財とのあり方、まちづくりなど、どこの自治体でも関係してく
ることではないでしょうか。過去のうまくいかなかった事例もきちんと取り上げて、みんな
で協議していくことも大切だと考えます。
• 様々な先行事例を紹介して頂き、自館でできることはないかと深く考える機会となった。
• 共通の課題がいくつもあり、参考になりました。
• 前田一舟さんのおはなしが聴けたから。

（有意義だったと回答したもの）
• 各地の事例や状況を聞くことができた点は良かったと思います。難しい問題だとは思うので
すが文化財保護行政とは少しスタンスを異にする博物館が、しかし無形民俗の保護に取り組
んでいる（あるいは取り組まざるを得ない）という現状を、改めて深く考えさせられました。
• 博物館、資料館でのさまざまな取組みが聞くことが出来て良かったです。
• いろいろな事例がきけて参考になった。ただ、各報告とも民俗である以上、もう少し動画が
みたかったと思います。広島の神楽、沖縄の造船、千葉の各種民俗、もう少し動きが欲しか
った。私は必ずしも民俗専攻ではないので、もう少し参考文献の案内があってもよかったと
思います。
• 民俗芸能、民俗技術については、これまでの研究協議会でもいくつか事例報告があった。そ
の点、
「房総のむら」のくらしを総体として伝承していく試みは大変新鮮で興味深かった。総
合討議の最後の 2 つの質問、
「展示すること」
「博物館という場で保存することが民俗文化と
して担保されていることになるのか」について、本会のテーマからいえばもっと深めてもら
いたかったと思います。博物館・資料館の役割＝使命がもう少し明確化されたらよかった気
がします。
• 他館の先進事例が分かったから。
• 多様な無形民俗文化財の継承のための各地の実践について、担当者の声を聞くことができた
ため。
• 無形民俗文化の保存と継承の難しさを実感しました。有意義な話ありがとうございました。
• 芸能関係の無形文化財についての、博物館の取り組みは従来から知られている事が多かった
が、生産技術についての取り組みはあまり知識が無かったので、今後の参考となった。
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• 地域の人たちと直に接している現場の担当者の話がきけたことは有意義だった。田園空間博
物館構想事業の事例がきけたこと。農水省、国交省の補助（助成）事業における文化活動事
例を知ることができた。
• 事例発表を多数聞けたのは有意義でしたが、発表数をもう少しおさえて、持ち時間を長くし
ていただいた方が、より深いお話、例を聞けたのではないかという感もありました。
• 今回はじめて参加したが、様々な団体が無形民俗財に種々のアプローチで取り組んでいるこ
とが分かり良かった。今後の活動の参考にしたい。
• 各博物館の現状が実務担当者のお話で良く分った。
• 他分野の事例を知ることで、自分の専攻する分野への応用が広がっていく！
• 民俗技術、民俗芸能の保護育成のあり方、博物館を拠点とする継承活動のあり方について、
各地の様々な取り組みの紹介があり、参考になった。
• 他地域の民俗芸能の現状が少し見えてきたことは、今後の地元でのヒントとなりました。
• 文化財保護の現場を知ることができた。
• 博物館では民俗芸能、技術などについて、資料調査や収集活動の中で関わっていくことが多
いので、その保存の拠点となっていたり、継承に関わっている館というのは実はかなり多い
のではないかと思います。また、普及活動の一環として、そうした活動の成果を生かした体
験事業をしている館も多いと思います。
（千葉の房総のむらほどそれを主眼に置いているわけ
ではないにしても。）博物館側の視点だけではなく、伝承している方や団体の側から見て、そ
うした博物館活動がどう考えられているのか、何か手助けができているのか、聞いてみたか
ったと思いました。今回は、博物館関係者のお話がほとんどでしたので、博物館側の抱える
問題点、課題は共有できたかと思うのですが、視点が一方にかたよっていたように思い、少
し残念です。私自身も、自分の調査活動と博物館業務の中で、民俗芸能などの継承活動に関
わる機会を与えられております。また、それ以外にも時々、県内の保存会から継承活動にア
ドバイスを求められたり、協力してほしいと要請を受けることがあります。できる限り協力
したいのですが、一体何を求められているのかわからなくなることもあります。それ故に、
やはり「博物館側が何をしているか」だけでなく、外の方々が「博物館に何を望んでいるか」
や「何ができると思われているのか」も、正直なところと客観的な意見を知りたいと思いま
した。博物館が保存活動に関わっている事例でも、うまくいっていない話も聞いてみたいで
すし、もっと様々な事例が聞けると良かったです。以前、映像の作成のテーマでこの会を行
った時には、保存会の方のお話しもあったかと思います。本日のこのテーマでも、ぜひ博物
館の外からの意見と、伝承者側からの意見が聞ける機会をもう一度設けていただけるとあり
がたいです。無形の民俗の保護における博物館の役割を考えるには、その民俗を担っている
人の意見を聞かないわけにはいきません。長々と失礼いたしました。
• 博物館での無形をあつかうむつかしさが共通できた。
• 各地で努力されている事例を直に聞くことができ、勉強になった。
• マーラン船の民俗技術、氷見獅子舞に関すること。
• 博物館、資料館が入場者数の減少で苦戦の状況がわかった。又、これからのミュージアムの
有り方に一石を投じたと思います。様々な箱物行政の行きづまりの中、新しいミュージアム
の運営、施工などに役だったのではないでしょうか。
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• 民俗技術伝承の一方向性がみえた。現実的に利用されなくなった無形の文化財を残すのは、
むずかしいと思う。民俗技術は早急に映像と聞取をするべき。
• 実践発表が参考になった。地域の特色を上手く活用できればと考える。総合討議では、それ
ぞれの発表者が、それぞれの立場で努力されていることがよくわかり、刺激をうけた。当館
でも、伝統文化を取り入れた体験教室を検討したいと思います。
• 館が果す役割り、目的、地域のためか、観光のためか等、すべてが有意義だった。
• 地域、人との協同の中で、さまざま工夫をし、地域を元気にして活性化させようとしている
方々の実践例は、厳しい現状をつきつけられている博物館、資料館職員としては、頑張らな
ければならないという思いや現実の厳しさを共有できたという点でよかった。
• 各館の具体的な話だけでなく、
「民俗」を展示すること、記録や保護を行うにあたっての共通
する問題点についても、様々な視点からの意見を聞けた。

(4) 今後この研究協議会で取り上げてほしいテーマ
• 無形民俗文化の伝統と変化。オリジナリティの加えられたものは、伝統としてみなすことが
できるか。
• ①芸能の伝承と地域起しの関係と問題点、②子ども、ことに学校との協力の実情と問題点。
• 再び、教育と無形民俗文化財の関係について。戦前は、説経節すら学校で教えられていたが、
戦後は、どうもそういった伝統芸能的なものが意図的に廃されてきているようで、もちろん、
再び戦争の道をたどるのはいけないが、再評価されるべきものが、特に地域の中にあると思
う。そのあたりを子どもたちに広めていける仕掛け（今もあるが、今よりももっと）を考え
ていけないか。
• 民俗技術（今回、芸能との複合形であったが）
• 無形民俗文化財を披露する発表イベントなどの事例について。無形民俗文化財の「変化」に
ついて（芸能の変化、技術の変遷）。
• 無形民俗文化財の保護は、どの程度効力が実際にあるのかは問われることであるが、とりあ
えず法令にもとづいて行うことがなされている。他方、大学や地方学会・中央学会が、実際
のローカルな無形民俗文化財を伝承させるために、どのような尽力をなさって、どのような
効果があるのか。昨今、町づくりや自然環境づくりでは産学連携＋地方でのとりくみが活発
である。
「学問は一体何ができるのか。民俗学は世のため人のための学問として、末端現場で
役に立っているのか」という視点を含めながら、学術の社会還元と民俗文化財の保存活用と
の関係性を考えてみてはどうか。
• 行政が行う民俗調査。
• 観光資源としての無形民俗文化財とその問題点。
• 無形民俗文化財を周辺で伝承するサークル、愛好者たち（ex. 民俗芸能のサークルや学校教
育、カルチャースクール）。
• 大学等の研究者による無形民俗文化財の研究調査と地域協力、その成果、成果の地域還元に
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ついて。
• 将来に向けて行政も入れて伝統芸能、民俗芸能を保護するためのパネルディスカッションを
試みてはどうですか？（各県、業種の代表者）
• UNESCO 無形文化遺産条約と地域の民俗文化財保護への影響（リスト記載がもたらした／も
たらしそうな影響（長短問わず）について etc.）
• 今回のテーマは資料館、博物館の役割であったが、どこの市町村にあるわけではないのと、
指定されているものは文化財保護行政が担う部分も多いので、行政担当者の役割についても
スポットをあててほしい。有形民俗資料は回想法に取り入れやすいが無形民俗文化財での事
例を知りたい。
• 無形民俗文化財の展示手法。演技、舞を見て意味のあるものを博物館の展示として市民に興
味ある内容、目線で訴えるには何が必要か。またその展示で、有料入館者増につなげること
ができるか。
• そろそろ再び映像記録についての議論が必要かと思います。
• 今回は博物館での事例が多く、大変良かったです。今後もできれば、博物館、資料館での取
り組みを紹介していただければ幸いです。
• ①途絶えてしまった無形民俗（舞等）の復活について、②無形民俗文化財保存と行政の役割。
• 無形民俗文化財の指定や団体への助成について。各市町村や県によって指定件数や補助に差
が大きくでている。どのような取りくみによって指定をすすめたり、団体への補助をはかっ
ているのか事例をもって知りたいと思います。
• 世界文化遺産への登録の問題点。文化財行政。
• 博物館と文化財係を分けて活動をしている自治体と、博物館内に文化財係を入れている自治
体の利点と難点について。多くの場合、無形民俗文化財は文化財係、博物館両方で管理をす
ることになる。その場合の仕事のすみ分けはどうしているのか？が知りたい。今後、どのよ
うな形が望ましいのか協議をしてほしい。
• まちづくりと無形民俗文化財（文化庁総合活性化事業、まち歴法等との関係で）。
• 環境保全と文化財保護。
• 文化財行政や博物館活動と経済効果について考える場が欲しいと思います。要は、無形民俗
文化財はもうかるのかもうからないのか、もうけについて考えるべきではないのか、もうけ
を考えてゆくべきなのかということです。
• 芸能の観光化について、その功罪。
• 民俗学会での文化資源の議論と係わりをもてないか。学問レベルと文化財行政レベルの両方
において議論しなければ実学の実のある議論や政策的にも役立つものになるとは思われない
ので。
• 無形民俗文化財は「人」や｢地域｣が育み、伝えてきたという性格があると思います。
「限界集
落」における民俗芸能や文化財の保存・継承との関係性については、今考えなければならな
い時期に差しかかっているのではないかと思います。あくまでも「人」がいるから「文化」
があるのであり、
「村」や「地域」がなくなればイコール何も残らないという状況となります。
文化財を保存・保持している地域住民の「気持ち」
「気概」によって「文化財」を支えること
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自体がすでに「限界」に来ているのではないでしょうか？はたして現在行なわれている「記
録保存」という対策だけ行えば良いのか否か。是非テーマとして取り上げていただければと
思います。
• 無形民俗文化財で途絶えていたり、中断していたものが復活、再興したということについて、
その過程でどういうことがあったのかなどを取り上げてほしい。
• 政教分離問題をどう処理するか。
• 世界無形文化遺産と文化財の保護、保存と伝承について取り上げていただければありがたい
です。
• 討議で出た話題が興味深かったので、無形文化財、技術などを学んでもらうために、どう伝
えるか。
• 民俗と世界遺産、現場として、この問題にいかように対応していくかという課題が大きくな
ってきたと思います。つまり観光と展示ということです。
• ①無形民俗文化財の分布、伝播について

→なぜその地域に伝承しているのか、地域の人も

知りたいと思うし、地域のアイデンティティーとも関わるテーマだと考えます。②民俗文化
財の指定

→指定することのメリットやデメリットについて、行政と民俗との関わりについ

て。
• 生産生業技術の伝承と観光の関わり方について。芸能と違い、本来人に「見てもらう」もの
ではない部分が多いが、これを文化財とした場合、どのような「公開」が、見学者、伝承者
双方にとって適切か（観光という名のもと、
「見せ物」になってしまうリスクがあると思われ
るので）。岐阜市の場合、無形民俗文化財としては昭和 30 年代に「鵜飼漁法」を市指定とし、
2、3 年程前県指定となったが、観光主体の為、本来の漁法とは異なるいわゆる「見せ鵜飼」
のウェイトが大きくなってしまった。また、木造観覧船を市直営遊船事業で使用する為、市
営造船所を所有し、船大工を市が雇用してきたが、こちらも昨年市無形民俗文化財に指定し
た一方、造船所を一般公開するようになり、船大工の負担が増加している。観光により経済
的保障は確保されるが、文化財的側面で思わしくない状況も発生している。
• ①民俗芸能の変化、変質をどう考えるか。保存と伝承の問題。②観光資源として民俗文化財
をどうとらえていくか。
• 無形民俗財の普及、促進、伝承に関わるものを重点的に紹介、議論についての討論、議論 etc.
があれば、是非拝聴したい。また、テーマがかなり絞ったものなどがあれば、おもしろいと
思う。徳島でいうと、人形浄瑠璃（人形一般）の木偶に関する民俗技術などがあればかなり
役立つ。
• 無形文化遺産の保存伝承についてユネスコの無形遺産の登録の世界現状なども含めて、日本
の今後のあり方について等。
• 今、各団体、施設が直面している課題（特に財政面や機構改革等で）は何か、それをどのよ
うにして解決しようとしているのか。
• 伝承、保存の観点から、子どもの芸能のとりくみやその事例について。
• ①文化財の継承活用、②文化財の現代的変化について。
• 無形民俗文化の保存、活用と記録保存の方法について。
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• 今日の発表でも各事例の中で出ていたが、
「市民協働」のキーワード。まだ、言葉だけ先行し
ている部分があるかと。職場で他部局の会議に出席しても、
「市民協働」のイメージはバラけ
ている印象を受ける。文化財（特に無形民俗文化財）はどのように捉えているのでしょうか。
どのように展開しているのでしょうか。
• 様々な文化を守り伝えている、全国の保存会の現状、有り方などをテーマにしたらどうか（保
存会と行政あるいは地域住民との有り方など）。保存会の発表の例など。保存会への助成金の
有り方。
• ①信仰文化、②芸能文化。
• 映像記録の保存、活用について。アーカイブの新しい技術的発展を見すえた研究をメーカー
や専門家と共にする。
• 衰退した（一度なくなった）民俗芸能が復活した事例。現在、城陽市内でおかげ踊り（保存
会はあるものの、会員が 4、5 名で、発表する機会も少ない。）を復活する動きがあり、資料
館に相談がある。資料館としてできることは？
• 映像や写真の収集や利用、活用上の問題点、留意点、活用例などについての実践例。

(5) その他の要望
• 毎年の御苦労に心からお礼申し上げます。
• 多数の発表が聞けるのはすばらしいが、1 つ 1 つが短いとも思える。そのあたりは仕方のな
いことだが、特に今回のうるま市の方や北広島の方など、もっと深く知りたいと思った。
• 博物館、資料館の役割を検討する上で、そもそも設置者の意図（特に多かろうものとしては、
行政ミッション）の視点が欠けていると思われる。博物館法や直接関係者が何を理想とし、
博物館学上何を目指すべきなのかという議論や従事上の目的意識を持つことの大切さは言う
までもないが、そのことと、設置者の意図の不一致（とまでは言わなくても、六郷先生のよ
うに世界遺産で浮き立っている首長も現にいる＝現場がふりまわされる）で現場学芸員が能
力を十分に発揮できない現状をどう打開するのか、を考える必要があると思う。そうでなけ
れば〝身内どうしで泣き言を言っているだけ〟におちいりかねないのではないか？（＝いつ
まで経っても変わらない、ということ）
• 非常におもしろかったので、またぜひ参加したい。企画を知らせてくれるメールマガジンな
どあればうれしい。
• 「東文研で映像記録の収集をしている」と毎回アナウンスして下されば、寄贈が増えると思
います。
• コメンテイターの先生をもっと活かす方法を考えてみてはどうですか（いつも思うのですが、
各発表者のコメントのみではもったいない）。
• この協議会で伝承者の参加や意見が聞けるとよい。
• 貴重なお話をきく機会をセッティングして下さりありがとうございました。
• 有意義な会と思いますので、今後も充実した内容で続けていただければ、たいへんありがた
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く思います。仕事を進める上で、大変参考になっております。
• 「協働」をキーワードにして、さまざまな面から（良い点もあるいは悪い点も含めて）検討
していく必要を感じている。組織上難しいのだろうが、コメンテイターは民俗学関係だけで
なく町づくり？のようなことを専門とする人がいた方が、今回のような内容では良かったの
ではないかと思われる。
• ①今回は「ユネスコ世界遺産」
「観光」
「文化振興」
「地域の活性化」などの様々な国や自治体
の活動が提示されていましたが、ややもすると一過性のものとなりやすい国の施策に左右さ
れないようなカンフル剤に頼らないような、骨太の「地域文化の継承」という課題に取り組
む必要があるのではないでしょうか。②「民俗芸能」の記録保存という方向性ははたして「文
化財の保存」における一筋の光明なのでしょうか？埋蔵文化財と行政発掘の関係のように「記
録保存」が第一の、唯一の目的というような方向性になりかねないのではないでしょうか。
③文化財行政における「住民との協働」は一見理想像の様に見られがちですが、ややもすれ
ば住民への「丸投げ」になりかねません。
• 文化財を保持・継承する側とそれを保護する立場の人の関係性はそれぞれの立場を明らかに
して両輪として動いていく必要があると思います。その中での「専門職」については、
「未来
永劫」残していただきたいとする保護する側の問題として、例えば「3 年」の任期制で、雇
用促進での対応で人を雇って、「調査・研究」「教育普及」ができるのでしょうか？不十分な
対応というよりは、根本的に考える必要があると思います。"
• 夕方に情報交換会という名の懇親会を設定して頂けると嬉しいです。せっかくの機会なので、
色々な方とゆっくり語り合えたらなあと思います。
• もう少し、時間を予定通りの運営を！
• 今後も安定した会を継続してほしい。
• 関西地区などでも開催いただけるとありがたい。
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芳男

狭山市教育委員会生涯学習部社会教育課

大島

建彦

東洋大学名誉教授

久田

利憲

北海道教育庁生涯学習局文化・スポーツ課

大関

武

茨城県立歴史館 史料学芸部 学芸課

俵木

悟

東京文化財研究所無形文化遺産部

大塚

清史

岐阜市教育委員会 歴史博物館

平山

誠一

山武市教育委員会生涯学習課

大山

孝正

福島県文化財センター白河館学芸課

福持

昌之

京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課

岡田

栄治

群馬県教育委員会文化財保護課

星野

厚子

東京文化財研究所無形文化遺産部

奥村

晃代

甲賀市水口歴史民俗資料館

細見

吉夫

香川

義美

（株）テレビ神奈川営業局

前田

一舟

うるま市立海の文化資料館

懸田

弘訓

福島県文化財保護審議会委員

増山

一成

中央区教育委員会事務局・中央区立郷土天文館

加藤

隆志

相模原市立博物館

松崎

睦彦

東村山ふるさと歴史館

金子

健

東京文化財研究所無形文化遺産部

真部

正明

ポーラ伝統文化振興財団

河津美穂子

八王子市教育委員会生涯学習スポーツ部文化財課

丸尾

依子

山梨県立博物館

川本真由美

横須賀市教育委員会生涯学習課

水上

優

（財）ポーラ伝統文化振興財団

菊地

淑人

筑波大学大学院世界遺産専攻

宮下

聡史

八千代市立郷土博物館

菊池

理予

東京文化財研究所無形文化遺産部

宮永

一美

福井県教育庁文化課 文化財保護室

木原

善和

八千代市文化伝承館

宮前

功

東京都教育庁地域教育支援部管理課文化財保護係

君島真理子

桜川市教育委員会文化生涯学習課

宮本

尚子

安曇野市豊科郷土博物館

久保田裕道

東村山ふるさと歴史館

宮本

瑞夫

（財）宮本記念財団

黒滝
阮

哲哉
雲星

企画交流課

（財）日本美術刀剣保存協会

村上

達哉

飯能市郷土館

浙江大学公共管理学院

森山

高

春日部市教育委員会社会教育部文化財保護課

氷見市立博物館

柳澤

剛

清瀬市郷土博物館

山縣

紀子

小境

卓治

児玉

信

小西

沙和

東京文化財研究所無形文化遺産部

山崎あさぎ

戸田市立郷土博物館

笹生

昭

（社）全日本郷土芸能協会

山﨑

和巳

多摩市教育委員会教育振興課総務・文化財担当

佐藤

智敬

府中市郷土の森博物館学芸員係

山下

祐樹

熊谷市教育委員会社会教育課文化財保護係

鈴木

瑞麿

氷見市産業部農林課田園漁村空間整備推進班

山村

恭子

館山市立博物館

（財）広島市文化財団

広島市郷土資料館

上尾市教育委員会生涯学習課

吉川

雅智

城陽市歴史民俗資料館

田井

静明

香川県立ミュージアム

吉田

政博

板橋区教育委員会生涯学習課文化財係

平良

宣子

関

孝夫

毛呂山町歴史民俗資料館

吉原

睦

倉敷市教育委員会生涯学習部文化財保護課

高桑いづみ

東京文化財研究所無形文化遺産部

六郷

寛

広島県北広島町教育委員会生涯学習課

高見

里佳

北海道教育庁生涯学習局文化・スポーツ課

渡邉

嘉之

練馬区教育委員会・石神井公園ふるさと文化館

田中

英機

実践女子大学文学部

綿貫

潤

東京文化財研究所無形文化遺産部

坪郷

英彦

山口大学人文学部

土居

浩

ものつくり大学
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