
．広島における神楽

近年、全国的に伝統芸能を継承する組織は衰退傾向にあると言われている。そのような状

況にあって、中国地方では神楽が大変な隆盛を見せている。 法人広島神楽芸術研究所

によれば、中国地方の年間の神楽鑑賞者数は 万人を超えるという。これは、広島をフラ

ンチャイズとするプロ野球球団の年間入場者を凌駕している数字である。本来、神楽は秋祭

りなどの祭礼のみに行われていたが、今日では各種の競演・共演大会、イベント、秋祭りな

ど神楽鑑賞の機会は多様にある。平成 年度に実施された広島県政世論調査において、

年間に、映画館、ホール、美術館などの文化施設等へ出かけて鑑賞・見学したことのある文

化・芸術に関する催し に関する問いがあり、 神楽 はかなり上位にランクされている ）。

広島県は全国有数の神楽の宝庫として知られている。民俗芸能学者である三村泰臣は広島

県ほぼ全域の神楽について調査を行い、 広島の神楽探訪 を著している。その中で三村は、

神楽団 と呼ばれる組織（神楽上演のために結成されている集団）は広島県内だけでも少

なくとも 団体を超えると報告し、その上で広島県の神楽を、 芸北神楽 安芸十二神

（以下、十二神 神楽と表記） 芸予諸島の神楽 比婆荒神神楽 備後神楽 の つに分

類している ）。

今日、最も活発な活動を呈しているのは 芸北神楽 と呼ばれるものである。芸北神楽の

発祥は広島県の芸北地方であるが、現在は芸北地方以外にも広く伝播してきている。その中

でも第 次世界大戦後に構成された創作的な神楽である 新舞 が盛んに行われている。そ

の演劇的な内容が見る者をひきつけ人気を博し、秋祭りだけでなく、年間を通して諸行事の

．広島における神楽

．先行研究の検討と本研究の目的

． 十二神 神楽 と 芸北神楽 の伝承に関する意識

．まとめと今後の課題

伝統芸能の継承についての一考察
─広島市における神楽の事例から─

迫 俊 道

） 平成 年度広島県政世論調査報告書 によれば 年間で鑑賞した文化・芸術の中で 神楽 は広島県
全体では ％と第 位に位置し、備北地方生活圏においては ％と第 位に位置している。ちなみに
備北地方生活圏の第 位は映画であり、その数字は ％となっている。
）三村泰臣（ ） 広島の神楽探訪 南々社



中に取り入れられ、上演もほとんど毎月行われている。上演を数多くこなす神楽団の場合、

神楽団員は地域の神社、集会所、道場などで定期的に練習を行っている。

芸北神楽が脚光を浴びているのはそれに付随する 楽しさ が影響を与えていると思われ

る。芸北神楽の楽しさを分析した研究として、 フロー理論の展開 に所収されている 芸

北神楽におけるフロー がある ）。 フロー とは、心理学者のチクセントミハイが生み出

した言葉である。チクセントミハイは何かの活動に没頭している時の状態、その時の状態を

インタビュー調査によって分析している。チクセントミハイは対象者として選択したロッ

ク・クライマーの面接調査において、クライマーが山登りを楽しんでいる時に まるで流れ

ている（ ）ようだった と言ったこと、また、その他の活動者からも何かに夢中になっ

ている時の状態について、 流れている という声が数多く寄せられることに着目した。そ

して 全人的に行為に没入している時に人が感ずる包括的感覚─をフロー ）とチクセント

ミハイは定義した。 芸北神楽におけるフロー の論文では、演劇的性格の強い芸北神楽に

おける楽しさに関して、神楽の舞手、楽人、観客に対するインタビュー調査から、芸北神楽

のフロー体験に関する分析が試みられている。 芸北神楽 の壮麗さに魅了され新たに神楽

団を結成する、伝統的な神楽を継承しながらも新たに芸北神楽の演目を取り入れる、学校の

クラブ活動の中に芸北神楽が取り入れられるなど、芸北神楽が盛んに行われている。

一方で、存続が危ぶまれている神楽もある。それは広島県の西部において古くから伝統的

に継承されてきた 十二神 神楽 ）である。十二神 神楽の内容は、芸北神楽に比べて派

手さに欠け素朴であるが、三村によって 広島県（安芸）のオリジナルな神楽 であると高

く評価されている。十二神 神楽を継承している神楽団の中には、神楽団関係者が 楽し

さ を求めて、新たに 芸北神楽 を取り入れる神楽団が近年少しずつ増え始めてきた。管

見の限りでは、広島県において新たな神楽の導入という特異な事例が散見されるのは、広島

県西部における十二神 神楽を伝承している神楽団であると思われる。

．先行研究の検討と本研究の目的

これまでに広島の神楽については、米田雄介らによって実態調査などが行われてきている ）。

その内容は、調査実施時点での神楽団の構成人数、保持演目など基本情報を神楽団ごとに提

示するものとなっている。そのため、これまでに各神楽団の継承している神楽の内容の動態

についてはほとんど明らかにされていない。広島神楽について豊富な研究蓄積のある三村も

広島県西部の一部の地域における神楽の伝承に関する報告をしている論文の中で、その地域
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においてどのような経緯で十二神 から芸北神楽に移行していったのか ）については興味

深い問題と位置づけながらもこの論点については研究成果を示していない。これまでには神

楽団が伝承する神楽の内容を移行すること、それ自体を中心に取り上げた研究はほとんど見

られない。

神楽の伝承の背景には神楽団関係者の様々な意識が交錯していると思われる。伝統的な神

楽への参加は、ある属性を備えた者にとって義務的・規範的なものであることが多いようで

あるが、そのような参加の仕方であっても、継続的に神楽の稽古に取り組んでいる者は楽し

さを経験するという。俵木悟は 強制的な参加要請が、どのようなメカニズムによって楽し

さの感得という良き過程に移行していくのか ）という課題を追求していくことは 現実に

後継者のリクルートメントに腐心する多くの民俗芸能集団にとって実践的な意義をもつもの

になるはずである ）と指摘している。

本論文では、神楽の つの伝承形態に関与する者達の意識の変容過程に着目する。 つは

古来より伝わる十二神 神楽のみを継承しているケース、もう つは十二神 神楽を伝統的

に継承してきた神楽団の中で新たに 芸北神楽 を取り入れている事例である。連綿と続け

られてきた十二神 神楽の伝承への参加の背景にあるのは義務や強制という感覚であるの

か、また神楽の伝承に継続して関わる者は伝承に対してどのような意識を持つようになるの

か、という問題がある。また、十二神 神楽を伝統的に継承してきた神楽団の中で新たに

芸北神楽 を取り入れた神楽団の場合、その関係者は十二神 神楽の伝承より芸北神楽の

上演や稽古に力を注ぎ始める傾向にある。彼らが芸北神楽という現代的にアレンジされた神

楽の楽しさを追及し始めた際の十二神 神楽への意識はどのようなものであったか、また十

二神 神楽の継承に関する現在の意識はどのようなものであるか、という問題もある。

本論文の目的は 十二神 神楽 を継承している神楽団の関係者、および 十二神 神

楽 を伝承してきた神楽団で近年に 芸北神楽 を導入した神楽団の構成員、また観客に対

するインタビュー調査から、伝統芸能の継承に関わる者達の意識変容の実態を描き出すこと

にある。インタビュー調査は 年 月から 月の間に行われた。インタビュー内容に関し

ては神楽団への入団の経緯および現在の伝承している神楽についての考え（観客には鑑賞の

志向性など）を尋ねた。インタビューの対象とした神楽団関係者の人数は、 神楽団が

名、 神楽団が 名、観客が 名である。

． 十二神 神楽 と 芸北神楽 の伝承に関する意識

十二神 神楽 と 芸北神楽 の継承状況

広島市神楽振興連絡協議会によって 年 月に整理された資料によれば、広島市内の

区の中で、神楽団を有する地区は、東区（ 団体）、西区（ 団体）、安佐南区（ 団体）、
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安佐北区（ 団体）、佐伯区（ 団体）で、合計 団体が存在している。広島市内に限定し

た場合、継承している神楽の内容は十二神 神楽、芸北神楽 ）の つが主なものである。

広島市内の中で存在が確認された の神楽団のうち、 の団体が広島市神楽振興連絡協議会

に参画をした。 の神楽団のうち、十二神 神楽のみを継承している団体が 、十二神

神楽を伝承していたが近年に継承する神楽を芸北神楽に移行した団体が 、元々は十

二神 神楽を継承していたが新たに芸北神楽をもあわせて継承していくようになった団体が

、神楽団発足当時から芸北神楽のみを継承してきた団体が となっている。

十二神 神楽 と 芸北神楽 について、それぞれを継承する神楽団の結成時期の傾向

は次のようになっている。 十二神 神楽 を継承している神楽団の歴史は 年近くに及ぶ

ものもあり古くから存在している。一方で、 芸北神楽 を伝承している神楽団は発足後、

年から 年経過（これ以上に短い場合もある）した神楽団が多く、十二神 神楽と比較す

ると比較的近年に結成された団体であるといえる。そして、十二神 神楽を伝統的に継承し

てきた神楽団が新たに芸北神楽を導入した場合 ）、十二神 神楽が神楽団の中で副次的な

位置づけとなり、芸北神楽の継承のために費用と時間を費やす傾向にある。

十二神 神楽の継承者の意識

十二神 神楽を継承する 神楽団のインタビューの対象となったのは 名である。調査実

施時における 人の平均年齢は 歳、神楽の平均経験年数は 年であった。 名のうち、入

団の前から神楽に関わりたいという強い意志を持って入団をした者は 名であり、その他の

名は人の紹介によって入団した者であった。

入団前から神楽に対する憧憬を持っていた さんは当時を述懐して次のように語った。

神楽いうのが憧れだったね。限られたメンバーしか（神楽を）出来んいうので指をくわ

えてみよったんじゃけど。（お祭りで神楽を）最後の方までずっと終わりまで見よっ

た。わしはもう（神楽を）やりたいばっかりよね。

ここに示したように十二神 神楽を継承する神楽団員の 人の中の 人が神楽団に入団す

る前から観客として神楽にひきつけられ、神楽団への入団を希望していた。他の 人につい

ては、神楽団に入団する前には神楽に対する強い思い入れは持っていなかったようである

が、神楽団に入団後に積極的な関与を示し始めたようである。現在、副団長として神楽団を

取りまとめている さんは神楽に関わるようになった後に次のような体験をしたという。

練習自体は厳しいから楽しい思い出はないけど、やっぱり本番でここでお宮で舞う時に

なったら、まあ人に見てもらう（と）いう嬉しさはありましたね。楽しい（と）いう言
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い方がええんか悪いんかわからんけど。やっぱりねえ、本番でその、舞殿（神楽を行う

舞台）の上に立った時に鳥肌が立ちよったよね。太鼓を叩いてもろうて舞殿にあがる時

にはね。鳥肌がたちよったけえ、やっぱりあの、楽しさもあったし、そういうやれる

（と）いう、嬉しさもあったと思うんよね。

過去に 舞子頭 と呼ばれる舞手を統括する役割を担ってきた さんは 先輩がやるのが

かっこよかった と述べ、将来自分も先輩がやる神楽をやってみたいと思うようになったと

いう。現在、舞子頭の担当している さんは 普段触ることができない刀とか衣装にさわる

ことができたし、神楽を覚えていくのが楽しかった と語った。また調査対象とした 人の

中で最も長い経験年数を有していた さんは神楽に関わり始めてから現在までの心境を次

のように説明した。

楽しいなというのは最近なんですよ。今までは楽しいんですけど、僕が入った時は同年

齢がいない、下の年齢がいないから、 へんばい （ 人で舞う神楽の演目）もやったこ

とないんですよ。 へんばい もないですし つり （ 人で舞う神楽の演目）もやった

ことないですし。だから、こう最近、 四天 （ 人で舞う神楽の演目）ができるとか、

最近その複数でやるのが最近なんで、そういう意味では、楽しいですね。

ここに紹介した言説から、 名の者は入団する前には神楽に関わることに強い動機はな

かったが、神楽団に入団した後に神楽の楽しさを見出し、その楽しさを経験してきたことが

神楽を続けてきた要因であることがうかがいしれる。後の 神楽団のインタビュー結果にお

いても提示するのだが、十二神 神楽は一見したところ、同じ動作を繰り返す単調な神楽に

受け止められる傾向にある。しかし、以下に示す さんの十二神 神楽に対する考えは、簡

単な神楽のように見えるが、関与者の意識次第で十二神 神楽を舞う課題は様々に生まれて

くることを表している。

舞を覚えて舞うことはできるんだけど、それはもう個人として覚えたのをやればいいと

いう、それは簡単にやろうと思ったら簡単にできる。そっからさらにお客さんが見て

あ、いい って思う、 あ、かっこいい って思ってもらえるためには、それだけ

じゃあ足りなくて、で、そこでなんかちょっとしたしぐさで、メリハリをつけて、どこ

をどうしたらいいかっていうのを考えるのが難しいかなみたいな。石見神楽とか色々見

にいって広島のと全然違って、で、 あー、あの動きいいな みたいなって思ったら、

それを取り入れてみたり、まあそれが 神楽団に合うかどうかっていうのはちょっと

ん？ っていう感じがあって、それも試行錯誤しながらの練習が難しいみたいな。

覚えてぱっとやろうと思ったらたぶん誰でも出来るんですよ。みせようと思ったらたぶ

ん時間がかかるかなみたいな、感じですよね。

この さんの叙述から、 さんは観客を意識し様々な試行錯誤を繰り返しながら練習を

行っている様子がうかがえる。このように自分で十二神 神楽の舞を洗練するために課題を



創意工夫で乗り越えていくところにやりがいを さんは覚えているのではないかと考えら

れる。

インタビュー実施当時では、全ての対象者が成人しており、楽しさ以外の要因も神楽を継

続していく理由として浮かび上がってきた。十二神 神楽を継承してきた 神楽団は過去

年の間（ 年から 年まで）、後継者不足の問題から活動を休止した状態があった。休

止から再生にいたる過程では最重要演目が復活されたり、神楽団の構成員の属性制限が緩和

されたりするなどの措置が取られ神楽団は再生を果たした。その過去の出来事も影響を与え

ていると思われるが、神楽団の活動を継続している事由として、楽しさ以外の要因を示唆す

る次のような語りが出てきた。

なんか地元のために、手伝いができるんだったら、まあ社会貢献かないう、まあ自負

じゃあないけど、まあそういう使命感が出てきた（ さん）。

祭りの夜ごろを神楽で盛り上げていきたい（ さん）。

年も続いとって、自分の代でつぶすのももったいない（ さん）。

年、 年も続いていて自分達の代で終わらすのはいけん（ さん）。

ここに提示した表現には、長い伝統を有する神楽団の存続、保持のために神楽団に関わっ

ていこうとする意思が現れている。 さんは神楽の囃子を担当する重要な人物として、地元

の小学校に神楽の笛を指導に行くなど、神楽の保存・伝承のための実践的活動を行ってい

る。先行研究のところで紹介した俵木の記述では、強制的・義務的な参加であったとしても

継続して神楽の稽古の過程に関わってくると楽しさが生成されることを示していた。今回、

筆者が対象とした 神楽団においては、参加の経緯は自発的なものではないが、神楽の初期

の練習の中であっても神楽団の関係者は楽しさを見出しており、何年もの間、神楽の練習に

持続的に関わっていくことによって、自らがこれまでに伝承してきた神楽を次の世代に伝え

ていかなければならないという規範意識が芽生え、それが強化されていく傾向が示唆され

た。

十二神 神楽に芸北神楽を導入した当時の神楽団員の意識

ここでは、十二神 神楽に加えて芸北神楽を伝承することになった 神楽団に対するイ

ンタビュー調査から、神楽団に入団した時の様子、芸北神楽を導入するに至った経緯および

今日における神楽伝承に関する意識を提示していく。 神楽団のインタビューの対象と

なったのは 名である。調査実施時における 人の平均年齢は 歳、神楽の平均経験年数は

年であった。現在、団長を務める さんは 神楽団が十二神 神楽のみを継承している当

時に入団している。 さんは入団の前には、お祭りで行われる神楽が好きでよく見ていた

という。人手不足の事情もあり さんは神楽団に入団したという。 さんは今回調査の対

象となった中で最も長く 神楽団に関わっている。 さんの入団のきっかけも 人が少な
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いから ということで神楽団の関係者に声をかけられたのだという。 さんが入団した際も

十二神 神楽のみが保持演目であったという。 さんは小学生であった頃に初めて 神楽団

が子ども神楽を結成するということで入団を勧められ、友人達と十二神 神楽だけを奉納し

ていた 神楽団に入団したようである。 さんは中学生の時に 年ぐらい他地域の神楽団に

入団していた経歴があり 神楽団には 年前に入団したという。この時は既に芸北神楽を導

入していた時期であった。入団のきっかけは 人数が足らないから ということであった。

さんは別の神楽団の団員であったが、交通の便などの事情もあり 年前に 神楽団の方に

声をかけられて入団したようである。 さんの入団時には既に芸北神楽を上演する神楽団と

して 神楽団は広島県内において知られていた。

ここではまず、どのような経緯で十二神 神楽に加えて芸北神楽を取り入れるようになっ

たのか、その要因を物語る さんの叙述を示す。

我々はもう十二神 が駄目だなと思うたのは、大衆があんまり受け付けてくれないんで

すよ。おんなじ拍子じゃし、飽きられてねえ。我々も伝統をずっとやったんだけど、

はあ、もうええかげんにしてくれえ と言うような声が飛ぶんですよ、舞いよった

ら。一生懸命、汗流しながら舞いよるんですけど、 はあ、ええかげんにしてくれえ

や と。

ここに示した表現から観客が十二神 神楽を見ることで楽しさを感じることが困難になっ

ていたことがわかる。そして、その時に神楽団関係者の中から 十二神 神楽だけなら神楽

団を辞める という声が上がったこともあり、 さんは芸北神楽の導入を決めたという。そ

の時は次のような状態だったようである。

これはもう（ 神楽団が）生き残れんと思ったから。もう有名無実じゃと思って、何も

残らんわと思ったから、はっきりさせようと思って。若い人達も辞めるんなら辞めよう

やと、あっさりね。どうせ（ 神楽団が）潰れる方向で行くんだったら、（芸北神楽

に）チャレンジしようやというのもあった。

同じく神楽団員の団員であり、その当時舞手として関わっていた さんは、十二神 神楽

については次のようなイメージを持っていたという。

十二神 神楽は（神楽の内容が）おんなじことばっかりなんですよ。 わー、またこれ

か みたいな感じ。

当時の 神楽団の団員であり指導的な関わりしていた さんは、十二神 神楽に関わり始

めた頃の参加は義務に近いような感覚があったと述べた。そして、新たな神楽の取り組みの

時を次のように述べた。

もう十二神 は飽きられとる（と）いう気配はしとった。新しいものをやった方がええ



んじゃないかいうことで。団員も少なくなりよったし。新舞（芸北神楽を）やるってい

えば若いのがいっぱい入ってくるから。それで変えてみた。今の（ 神楽）団みたいに

（団員が）多くなった。それで正解じゃったと思うんですよ。

上記のような十二神 神楽に関する消極的な見方にあわせて、比較的新しく 神楽団に入

団した さんによれば、現在の 神楽団への参加は義務ではなく 神楽そのものに興味があ

る から関わっているのだという。芸北神楽を導入した後は、 神楽団への入団者は入団以

前に 神楽団の芸北神楽の上演を見ており自分自身も 神楽団の団員として神楽を行いたい

という積極的な意欲から入団を希望する者がほとんどであるという。

現在における十二神 神楽に対する神楽団員の意識

神楽団に対するインタビューを実施したのは 神楽団が芸北神楽を新たに取り入れて

年近い年月が経過した頃であった。新たに芸北神楽を取り入れた頃と比較して、十二神

神楽に対する考え方に変化があったことがわかった。団長である さんは現在、十二神 神

楽に対する思いを次のよう述べた。

新舞（芸北神楽）だろうが何じゃろうがおんなじものを舞っとったら誰だって飽きるん

ですよ。その中に十二神 の神楽があったり旧舞の神楽があったり、新舞があったら

ね、まあ見る方も楽しいんじゃないかな。で、そうやってけば十二神 も残っていくん

じゃないかな。

さんは芸北神楽には俊敏な動きが必要で衣装も非常に重量感のあるものを使用すること

から、芸北神楽の場合、いつまでも舞手として活動することは困難であるという。そのこと

から、十二神 神楽に再び力を注いで取り組んでいく可能性について、 さんは次のように

言及している。

十二神 は同じことの繰り返しですからね。（芸北神楽は）動きが速いから若いもん

じゃないと出来ない。だから年をとったら十二神 をやろうかと。もう 回十二神 を

やってみようかということがある。

現在の 神楽団の中で芸北神楽を構成していく上で中心的な関わりをしている さんは、

さんと同様に新しいものが蔓延しつつある現状に危惧を感じ、近年上演されていない十二

神 神楽の再生にも構想をめぐらせている。

あ、ちょっと十二神 をやってみようか いう気にはなるよ。もうどこ（の神楽団）

もやりよるような新舞、旧舞になるじゃん。それを地域の人は見てきよるけど。十二神

も バシッ とやったらどういう反応があるかいうのもとかもあるけえ、十二神 で

勝負するいうのも最近は思いだした。どっこにもやってないのをやろうという気になっ

たんかね、年をとって。それまではみんなやりよるんじゃけえ、ここ（の 神楽団）も
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やろうやみたいな、鬼が出る分やろうやみたいな。十二神 を バシッ とやったらお

客さんはどう思うかわからん、地元がどう思うかいうことは考えるようになったけえ、

やってみたいなとは思うね。

また、 さんは地元の地域で連綿と継承されてきた十二神 神楽の継承にも力を注ぐべき

ことを意識している。

昔から十二神 をしてきたのだから十二神 はしていかなにゃいけん。していかにゃあ

いけんことは、十二神 、したいことは新舞（芸北神楽）みたいな。

さんは新しさを求めてくる神楽の観客に対して地元で長い間保持されてきた十二神 神

楽に新しい可能性があるのではないかと以下のように述べている。

さんから教えてもらう十二神 もそろそろ継承しておかないと難しくなる。周りの風

潮が、新舞に飽きてきているというか、広島全体が。何をやってもああ、みんな見たこ

とあるあるみたいな。ファンの方から新しい演目、新しい演目って言われるんですけ

ど。新舞（芸北神楽）も作るんだけど、十二神 とか新鮮だからどうかなみたいなのも

あるのかなと。

神楽団では芸北神楽を導入しながらも十二神 神楽の一部の演目も芸北神楽にあわせて

継承してきたようである。以上に見てきたように現在における十二神 神楽に対する 神楽

団の団員の意識は過去のものと変わりつつある。義務感や強制的な意識から乖離し楽しさを

求めて十二神 神楽に加えて芸北神楽を導入し、それ以後 神楽団は芸北神楽に力を注いで

きたのだが、現在では再び十二神 神楽への取り組みの意欲が高まりつつあることがインタ

ビューの結果からうかがわれた。 神楽団の事例で見られた十二神 神楽に再び力を注ごう

とする営みは、継承していかなければならないという規範的な意識が強く作用している。そ

して、十二神 神楽に取り組むことで、その結果として観客に受け入れられるようであれ

ば、その神楽へ取り組む姿勢も変わり楽しさが生じるかもしれないという期待がうかがえ

る。これは 神楽団関係者とは異なる意識の変化の仕方である。 神楽団の場合は、十二神

神楽の稽古の過程の中に楽しさを感得し、その後の継続的な関わり方によって、神楽団を

存続していかなければならないという規範的意識が生じている。

観客の神楽に対する意識の変容

これまでは神楽団員の神楽の意識の変容についてみてきたが、神楽の観客の意識には鑑賞

の経験が重なるにつれてどのような変化がもたらされているのだろうか。以下では 名の神

楽の観客に対するインタビュー調査から神楽観客の志向性の変化を示したい。インタビュー

の対象者の平均年齢は 歳で、平均鑑賞歴は 年。年間の神楽の鑑賞回数は各年で増減があ

るが、年間に最も多く神楽を見た回数は最も多い者で 回、少ない者でも 回という回数で

あった。



神楽に魅了された さんは一時期毎週のように神楽が上演される場所に通い、年間に 回

近くも神楽を鑑賞したことがあるという。鑑賞が続いていくと、多様な神楽を見たいと思う

になったと次のように さんは語った。

毎週毎週（神楽鑑賞に）行っていたんですよ。とりあえず見たことがないところがあれ

ば行ってみたいし。だんだん見たことがないものを見たくなりますよね。いつも同じの

じゃなくって、他のところにあるのを探したくなりますよね。

（十二神 神楽を）最初見た時、はじめてこう 人舞というか、これはどういうことで

これはやっているんだろうとかそういうのが全然わからなくて、でもその舞っている姿

を見て長刀とかを器用に回して、だんだん早くなっていったり遅くなっていったり、変

化があるというか、私は見ていて楽しかったです。

神楽の鑑賞者として神楽の大会を主催したこともある さんは、鑑賞歴の変化を次のよう

に述べた。

目新しいものっていうのを追いかけている時がある。すごいなーとか、主だったような

ところが、楽しくって、そっちばっかりを追いかけていた時期があったんですけど。ふ

とこっちを見たら矢上系の旧舞（芸北神楽の中で古くから伝えられた神楽）、すごくし

ぶい（と思った）。最初は（それを見るのが）すごい退屈だったんですよ。

さんは最初、新しい芸北神楽ばかりを見ていたが、次第に伝統的な神楽に興味が移行し

ていったことがうかがえる。そして、神楽鑑賞の対象として芸北神楽が圧倒的多数を占めて

いた さんが、初めて十二神 神楽を見た時の感想を次のように語った。

最初は あれ と思ったところもあるんですけど。不思議なんですよ。たとえば衣装も

じゃけど、舞とか、今、何が起こったみたいな、すごい、既存の神楽のイメージが

ちょっと壊れるというか、神楽というのはお化粧をして速いこと剣を振り回してグルグ

ル周って なんとかにて候 と言うものだとおもっとるのに。

そういう面白さというのは、十二神 にはすごくあるんですよ。それがすごい楽しかっ

たんですよ。衣装とかもちょっと変わっているじゃないですか。いわゆるこう、鬼が着

とるような、神楽の衣装じゃなくて、なんて言っていいのかわからんのじゃけど、忍者

が着とるような。目にもすごい新鮮だし、リズムがこうパンクっぽい感じですよね。す

ごい楽しかった。

さんにとって十二神 神楽が新鮮なものとして受け止められ、この時から芸北神楽に加

えて伝統性が強く残る十二神 神楽も鑑賞対象として含まれるようになったようである。こ

れは 神楽団の構成員が近年に思い描いているものと重なり合う傾向にあるといえよう。

年前ぐらいから年間定期的に神楽鑑賞に足を運ぶようになった さんも鑑賞の回数が進

むにつれて生じた変化を次のように説明している。
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ちょっと飽きてきたと思うんですよ。だいたいもうどこどこの神楽団の何、どういう演

目っていうのを、たとえばこうパンフレットとかでも見ますよね。そしたら ああ、あ

れかあ というのがわかっちゃうんですよ、こういう踊りでああなるんだろうなぁ、と

いうのがわかってるので、それをまああまり逸脱しないものが出てくるので。期待しな

くなっちゃうというか、ああやっぱりこうだったなとか、なってきてちゃったんです

よ、新舞は。

（旧舞）はずっと同じ動きが続いているじゃないですか。あれだけ同じ動きをずっと長

い間やっている、ということはたぶんその中には何かあるんじゃないかと思ってという

のがあるんですよ、意味がというか。それがまだ全然わかっていないので、そういうと

ころをみたいなというか、感じたいなというところですかね。

さんと同様に さんも目新しい神楽から伝統的な神楽へ関心が移っている。同じ動作、

繰り返しの動作は、初めて見た人には退屈なものと受け取られる傾向にある。だが、継続し

て鑑賞の場に足を運んでいる人にとっては、その単調な動きの中にある意味を探究したいと

いう思いが生じることもあるようである。

．まとめと今後の課題

広島市内で歴史のある神楽団の多くは十二神 神楽を継承してきているが、近年になり芸

北神楽を取り入れる神楽団が増え始めている。芸北神楽は豪華な衣装を身にまとい、壮麗な

舞をリズム感豊かな囃子の中で展開していく演劇的な神楽である。この神楽は神楽団員に大

きな活力を与え、また多くの鑑賞者に楽しさをもたらしてきた。現在では十二神 神楽より

芸北神楽の方に時間と経費を費やし、その神楽の発展に労力を惜しまない神楽団が多い。

神楽団では十二神 神楽に関わる契機には自発性はあまり見られなかった。 神楽団に

特徴的であったのは神楽の練習に関わり始めた頃から関係者が楽しさを感得しており、継続

的に十二神 神楽を行っていく過程で、神楽の保存・継承といった規範的な意識が強く生成

されている点である。その一方で、十二神 神楽に加えて新たに芸北神楽を導入した 神

楽団では、芸北神楽を導入することによって神楽団を構成する人員が増加し神楽団が活性化

されてきている。 神楽団では芸北神楽導入以後はその新しい神楽の上演に力を注いできた

のであるが、今日では団員が十二神 神楽を再評価している傾向が見られる。 神楽団員に

よる再評価の基底にあるのは、十二神 神楽を継承していかなければならないという規範的

な意識である。その規範的な意識が端緒となり、十二神 神楽を行っていく過程で観客に楽

しさが提供できるようになれば伝承に関わる者も楽しさを感得できるのではないという目論

見が推察された。また、新しい神楽から伝統性の豊かな神楽へのシフトは観客の中にも起こ

りつつある変化である。

神楽団は 年から 年までの 年間、神楽団としての活動を休止していた。その際

には芸北神楽を新たに導入するのではなく、十二神 神楽を再生することによって神楽団を



再建している。 神楽団は芸北神楽を導入することによって存続が危ぶまれていた神楽団を

活性化させた。 神楽団と 神楽団でこのような違いが生じた背景には、 神楽団と 神

楽団、それぞれが活動拠点とする地域の周囲の神楽が大きな影響を与えたからではないかと

思われる。 神楽団の周囲には、芸北神楽を行っている神楽団が多数存在しており、芸北神

楽を見たことがある地域住民もかなり多かったようである。 神楽団の場合は、周囲には十

二神 神楽を伝承している神楽団がほとんどである。そのため、 神楽団は十二神 神楽に

よって神楽団を再生し、 神楽団は芸北神楽を導入することによって神楽団を立て直したの

ではないかと考えられる。

本論文では広島市域の十二神 神楽、芸北神楽に関わる神楽関係者の意識変容の実態をイ

ンタビュー調査から明らかにしてきた。調査対象とした 神楽団、 神楽団、それぞれの神

楽団の中で中心的存在と思われる者に対して調査を実施した。本論文で対象としていない者

は神楽の継承に対して別の意識を持っているかもしれないが、全ての関係者に対してインタ

ビュー調査をすることは時間的制約もあり困難であった。

広島県では伝統的な神楽と創造的な神楽が複雑に影響しあいながら継承されてきている。

本論文の中で紹介した 神楽団のように十二神 神楽と芸北神楽を つの神楽団で保持して

いるところもあれば、芸北神楽、十二神 神楽のみを継承している神楽団もある。このよう

に様々な神楽が混交した状態にあることが広島における神楽文化を活性化させている要因で

はないかと思われる。本論文でインタビュー調査を行ったのは、一部の地域の神楽団のみで

ある。今後は本論文で対象としなかった地域にも着目し、今回の基礎研究をさらに深めてい

くことを課題としたい。

付記

本論文の中で使用したインタビュー調査は、平成 年度の大阪商業大学研究奨励（研究課題 伝

統芸能を継承する楽しさの感得過程に関する比較研究 広島県の新・旧の神楽を事例として を

受けて行われたものである。
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