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芸態からみる民俗芸能の「真正性」と「正統性」
―奈良県の篠原踊を事例に―

荒 木 真 歩 *
ARAKI Maho

Authenticity and Legitimacy of Folk Performing Arts
A Case Study of Shinohara-Odori in Nara, Japan

The purpose of this paper is to uncover older successors of folk performing
arts think as authentic art forms and what other successors chose to pass down as
legitimate art form. The propositions of this paper are based on the study of folk
performing art known as Shinohara-Odori from the Shinohara Village, in Nara,
Japan. In 2015, Shinohara-Odori was reorganized by the administration of cultural
properties as a preservation project. The thesis of this analysis is that a strong family line greatly inﬂuences which changes are incorporated into traditional art forms
in Shinohara-Odori. In conclusion the Shinohara-Odori preservation society abide
by the strength of family lines in choosing what to pass down in their art form. In
the past, successors thought that an authentic art form was based on the knowledge
of performers, but recently new group of successors that try to preserve traditional
art form think that legitimacy is based on the inﬂuence of a strong family line in
folk performing arts.
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序論
民俗芸能の保存や継承は、多方面から注目を集めてきたテーマである。文化財保護法のもと、
文化財行政が民俗芸能に与える影響についての研究が代表的なものとして挙げられるほか［植木
1994; 俵木 1997; 村上 2008］、担い手が、観光客のまなざしを意識して芸能をいかに（再）創造し、
観光資源として活用するのか、またその際にどのように民俗芸能の真正性を確保しているのかを
追及する研究も盛んである［橋本 1996; 山下 1999; 才津 2001］。これら 2 つの研究の流れを前提に、
分析手法として意識的にフォークロリズムを取り入れた芸能研究や［森田 2003; 河野 2012; 田邉
2014］、民俗芸能の伝承過程での個人レベルの会話・身体的・認知的コミュニケーションを分析し、
技の習得状況を描いたよりミクロな研究もみられる［菅原・藤田・細馬 2005］。
ただ、これらは、民俗芸能の〈今〉を反映した日常実践的な研究であることは事実だが、伝
承を担う人々の実践の考察ではなく、文化財行政や観光資本などの外的要因の影響に関する考
察、または文化財行政が抱える制度的な問題の再検討が主になっているとの指摘もある［大石
2010］。
本稿では伝承を担う人々の実践の考察として、当事者が演じる一つひとつの音の打ち踊り方で
ある芸態そのものの変化に注目する。近年の民俗芸能の保存や継承の現場では、都市化や少子高
齢化などにともない、慢性的な後継者不足で伝承組織が意図的に再編される例が枚挙に暇がな
い。そのような外部条件による再編の中で芸態の変化を余儀なくされることも多い。具体的な芸
態の細部をめぐって、当事者同士が伝承すべきと考える芸態の主張がなされ、時には当事者間で
深刻な対立にも発展することがあるのである。本論で事例として取り上げる「篠原踊」（1）も文
化財行政による保存・活用事業の対象となり、意図的に伝承組織が再編された民俗芸能である。
ここでも芸態をめぐって当事者同士の対立が繰り広げられ、結果として芸態が変化した。
このような芸態の変化に注目することは、単に芸態の変化のみを追うことにはならない。社会
学者である芝村龍太がすでに気づいていたように［芝村 1999］（2）、一つひとつの音の打ち踊り
方の変化にはそれを可能にする社会関係が埋め込まれているからである。
本稿は、現代の民俗芸能の現場において、芸態の変化に着目し、伝承組織の再編による芸態の
「真正性」をめぐって起こった組織上の対立について報告する。そのうえで、伝承者にとって一
体何が「正統」な伝承なのかを具体的な記述のなかで明らかにする。ここでは芸態について記述
する際に便宜上「真正性」と「正統性」を区別する。「真正性」とは民俗芸能の伝承組織や文化
財行政等においてすでに現在に至るまで伝承されていることが確認されうる芸態について述べる
際に使用する。それは特に文化財行政が保存したいと思うような古老が演じる一番古い芸態であ
る。「正統性」とは一番古い芸態かどうかは別として、何らかの理由により伝承組織の中で今後、
伝承すべきと考えられている芸態のことを指す。その何らかの理由にはその時々の伝承組織や周
辺環境の社会背景が大きく絡んでおり、それによって「正統性」のある芸態が決まると考えられ
る。これまで考えられてきた芸態の「真正性」と実際に伝承される「正統性」は同じものであっ
た。しかし近年の伝承組織の再編により従来の「真正性＝正統性」の構図が崩れてきた。そして
それは、文化財行政が想定した「真正性」とは異なるものが「正統性」だったのである。
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1．篠原踊の概要
篠原踊については、筆者が参与観察をおこなった 2014 年 9 月から 2017 年 6 月までの約 12 回
のデータをもとに記述する。概要については、過去から現在の情報を網羅的に報告した 2015 年
文化庁発行の『篠原踊調査報告書』があり、そこに正確な情報が掲載されているため、これに基
づいて簡潔に記述する。
篠原踊は、奈良県五條市大塔町篠原の地域に伝わる芸能であり、それは西日本一帯に広く分布
する風流系統の太鼓踊りである。篠原踊は毎年 1 月 25 日に篠原集落の氏神である天満神社境内
にて奉納される（3）。
役割については、「音頭取り」、「太鼓打ち」、「踊り手」の 3 役が存在する。まず「音頭取り」
とは歌を歌う役割である。音頭取りは 1 人しか選ばれず、太鼓のリズムや踊りを熟知していない
と上手く歌うことは務められない。また音頭取りの個性によってリズムやテンポが変わるため、
篠原踊を決める重要なリーダー的存在だと言える。そのため音頭取りが世代交代することは篠原
踊にとって一つの時代の区切りになっており、人々が昔の篠原踊を語る際は「○○さんが音頭取
りの時は…」と音頭取りの名前を挙げてその時代について語られる。
「太鼓打ち」は締太鼓を打ちながら踊る役割であり、男性 3、4 人で務める。太鼓打ちは太鼓の
両面を打ちながら舞い、そして囃すといったように、同時に 3 役をおこなう。
最後に「踊り手」は女性 5、6 人で務める。踊り手の踊りは男性の太鼓打ちとは全く異なる踊
りで、手踊りを基本に、扇をひらひらと動かし、それに足のステップを少し加える。

2．篠原踊の保存会の変遷
篠原踊における過去の保存会の存在や現在に至るまでの保存会の変遷を記録しているのは、前
述した『篠原踊調査報告書』のみであり、保存会に関してもこの報告書に依拠して簡潔に述べる。
篠原踊は、1955 年に奈良県の無形民俗文化財に指定され、それを機に「篠原踊保存会」が立
ち上げられた（4）。篠原住民や出身者の話によると、篠原踊はもともと篠原の住民たちのみで踊っ
ており、仕事帰りに親しい親類・知り合いの家
に集まり娯楽として踊られていたという。
しかし保存会を支える篠原集落では過疎化が
進み、経験者が高齢化すると同時に演者の人数
が減った（5）。中断や復活を経て、2012 年の奉
納は再び中止された。
2013 年の奉納に向け、奈良県教育委員会事
務局文化財保存課（以下、県文化財保存課）と
奈良県五條市教育委員会事務局文化財課（以下、
市文化財課）が、共に篠原踊の今後の伝承方法
を探るべく、まずは次世代の伝承者育成の事業

写真 1
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をおこない支援することとなった。まず奈良県内外より新たに伝承者を広く公募し、その結果、
2014 年 6 月には、奈良県内外より 47 名が集まった。そしてその年の 10 月に新たな「篠原おど
り保存会」が発足した。その後、篠原おどり保存会は五條市内の公民館にて、月に 2 回の頻度で
定期的に練習をおこなうことになった。
篠原踊は現在、歌本に残存し確認できる演目が 36 曲（6）あるが、実際にその演目の歌の旋律や
太鼓の打ち方、踊り方が今日に至るまで伝承されている演目はわずかである。そのため全ての伝
承者が新たに踊れる演目を増やすべく、年に 3 曲ずつ新たな演目の練習をおこなっている。
保存会発足直後、A 氏（1931-）が一番古い時代の篠原踊を知る人物だということが発覚し、
県文化財保存課と市文化財課の依頼により A 氏が指導者になった。ただし A 氏は音頭を取った
ことがなく、太鼓の打ち踊りのみ熟知している状態であった。そのため急遽音頭を練習してもら
い、練習の場では音頭取りも兼任してもらうことになった。

3．保存会会員の構成
芸態をみる前に、まず再編成した篠原おどり保存会の伝承者の構成をある程度把握しておく必
要があるため、保存会加入動機と共に簡単に記述する。
新制篠原おどり保存会は、会員の属性が大きく分けて篠原在住者、篠原出身者、保存会再編を
きっかけに入った新規の人々の 3 タイプで構成されている。
2015 年 5 月作成の篠原おどり保存会連絡網によると、まず 1 タイプ目は、篠原在住の伝承者
約 10 人である。実際に練習の場で踊っているのは太鼓打ちの B 氏（1950-）、踊り手の C 氏（1935-）
のみである。B 氏は元音頭取りで物故した D 氏（1948-2015）の弟であり、よく踊りを知る人物
であった。また、これまで全く篠原踊を演じたことがない人々も、親戚や知り合いに誘われ、保
存会の事務局を一任される形で加入している。つまり篠原在住者の主要な加入動機は、篠原村落
において大半の住民が両親や祖父母の代からの親戚関係があるため、強制的な面を持ちつつ、皆
で誘い合わせて保存会に加入したということが言える。そのため、本来は上手に篠原踊を踊れる
が、保存会加入後に親戚との付き合いが上手くいかず、練習に全く顔を出していない篠原在住の
会員もいる。
2 タイプ目は篠原出身で奈良県内や大阪に住む伝承者であり、篠原在住者の家族であることが
多い。具体的には、現在音頭取りを務める A 氏や篠原在住の B 氏の娘（30 代）の家族、同じく
篠原在住の C 氏の姉妹（60・70 代）とその娘（50 代）や親戚の人々（60 代）、E 氏と F 氏の姉妹（80
代）などがいる。篠原出身者たちはほとんどの人が知り合いまたは親戚の関係にあり、この保存
会加入を機に再会を求めていた。そのため再編後の保存会の中で篠原出身者の 6 割ほどが今回初
めて篠原踊を踊る人々である。またどの篠原出身者も少なからず自身の出身地に伝わる篠原踊を
「（再び）踊ってみたい」という気持ちを持ち合わせているようである。
3 タイプ目は篠原村落や篠原踊とは今まで全く縁がなく公募で新規に加入した伝承者であり、
非常に様々な加入動機を持っている。和歌山県在住の G 氏（60 代）は、自身の研究地域と近い
篠原踊に興味があり参加している。また奈良県黒滝村在住の H 氏は（60 代）、奈良県五條市の高
校教師をしており、職場での伝統文化に関する授業の参考にしたいと生徒と共に参加している。
奈良県十津川村在住の I 氏（60 代）は自身が踊っている十津川の盆踊りと類似している篠原踊
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を踊ってみたいと保存会に加入している。

4．芸態変化からみる伝承組織の実態
篠原おどり保存会について整理し直すと、篠原踊はこれまで師弟関係がなく、自由に見よう見
まねで、知り合いや親族の付き合いの中で踊られてきた。しかし、今回の行政による保存事業で
伝承することを目的とした保存会が再編成され、年齢や出身、加入動機が様々な伝承者が集まっ
た。その統一を図るために A 氏を指導者とし、師弟関係が初めて正式に設けられ、組織化され
た。そこで以下では、序論で述べたように、伝承の現場において起こった芸態変化に着目し、芸
態の「真正性」をめぐる対立を記述する。
まず現在の伝承者の中で踊りを熟知している男性の太鼓打ちは、指導者となった A 氏と B 氏
の 2 人のみである。ある日、新たに練習している演目において、歌と歌の間にある囃子という太
鼓だけで演じる一部分について、両氏の間で演じ方の見解が分かれた。その見解というのは、A
氏はその部分の囃子は太鼓を 7 回打たねばならないと主張するのに対し、B 氏は 3 回だけ太鼓を
打てばよいというものだった（図 1）。つまり、太鼓を打つ回数が異なるということは、音楽の
長さが変わり、それに伴い男性も女性も踊り方が変わるということである。4 回分を多く打つか
どうかの些細な差のように見えるが、演者にとっては大きな問題である。
このような見解の違いが出てくる一つの明らかな要因は、まず A 氏が 86 歳、B 氏が 67 歳と
年齢が 19 歳も離れており（2017 年現在）、そのため両氏が若い時に篠原村で踊っていた時代が
異なる点が挙げられる。時代が異なるということは、A 氏よりも時代が下った B 氏の時代には、
外部のイベント出演での踊りの時間制限等にともない、芸態が簡略化され、B 氏はその省略され
た太鼓の打ち方しか知らないのである。両氏とも自分の打ち踊り方がそれぞれ若いときから演じ
ている打ち踊り方であるため、自身の芸態が正しいものだと主張しあう結果を生み出した。確か
に両氏はそれぞれが若いときに習った打ち踊り方しか知らないために、打ち踊り方の違いが生じ
る状況は、遅かれ早かれ起こることではあった。
ただし行政としては、現在の指導者は A 氏であり、省略されていない、より古い A 氏の囃子
をもとに、伝承をおこなって欲しいと保存会に伝えた。また筆者が A 氏の年齢に比較的近い篠
原出身の踊り手 E 氏、F 氏に話を聞くと、省略されている 4 回分はそんなに難しい打ち方ではな
いと言う。男性の太鼓打ちであれば純粋に「トン、トン、トン、トン」と 4 回打ち、女性の踊り
手であればその場で足踏みをするだけの動作であり、B 氏のように省略しか知らない世代でもす
ぐに 7 回の打ち方に対応できるとのことであった。E 氏、F 氏が言うように、省略の型しか知ら
ない多くの篠原出身者の伝承者であっても、太鼓を 4 回分多く打つという動作は今からでもすぐ
【ある演目の途中にある囃子（太鼓の打ち方）】
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→次の歌に入る
その後の打ち踊り・歌のタイミングがずれてくる

→次の歌に入る

図1

打ち踊り方の省略
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に対応可能な打ち踊り方であり、実際にこの 2 人の踊り手は練習中に A 氏の 7 回打ちですぐに
踊ることができた。
その後、保存会の中で 7 回打ちか 3 回打ちのどちらに統一するか、意見がまとまらなかったた
めに、県文化財保存課と市文化財課も交えて保存会で話し合いがおこなわれた。両文化財行政も
この保存会の目的を改めて伝承者に説明した上で、できれば練習用映像（7）にすでに収録されて
いる A 氏の 7 回打ちで練習してほしい旨を伝えた。A 氏本人も、囃子を省略することは伝承の
意味がなく、また記録・練習用映像も自身の省略していない打ち方で撮影したのだからそれに皆
が合わすべき、と主張した。しかし結果はいったんこの演目の練習を中断し、来年度以降にこの
演目の練習を再開する場合は、B 氏の 3 回打ち、つまり囃子を省略する方向で練習をおこなう方
針になった。そして今後は、新たな演目を練習する前には、A 氏と B 氏の打ち方が同じである
かを練習前に検討し、他の保存会会員が同じだと判断できた演目から練習することになった。

5．芸態をめぐる「真正性」と「正統性」
（1）芸態に埋め込まれた社会関係
なぜこのような囃子の省略という意図的な芸態の変化が起こったのか。それを読み解くにはま
ず A 氏、B 氏、また他の伝承者たちとの関係を押さえる必要がある。まず B 氏は、代々篠原踊
の音頭取りや太鼓打ちを演じていた一家であった。前述した通り、音頭取りはその時代の篠原踊
の音楽性を決めるリーダー的存在であった（8）。そのため B 氏は篠原在住・篠原出身の伝承者か
らの信頼が厚い。また B 氏の娘が再編成した保存会において女性の踊り手の中心になっており、
そのため女性の踊り手も B 氏一家の打ち踊り方を頼りにして練習している。さらに伝承者たち
が練習中に見ている過去の篠原踊の映像には、2015 年に物故した B 氏の兄 D 氏が太鼓打ちとし
て演じており、皆は D 氏の打ち踊り方を日頃から真似て練習している。そのため再編した保存
会から初めて篠原踊を練習している篠原出身の初心者や、B 氏やその娘と近しい親族であったり、
仲の良い知り合いであったりすると、A・B 両氏の主張を検討すらせずに、代々篠原踊のリーダー
格を担ってきた家の出であるというだけで B 氏を支持し、太鼓を 3 回打つことが正しいと次第
に主張するようになった。
それに対し、A 氏は一番の古老なので A 氏が若い頃に篠原踊を踊っていた時代が一番古く、B
氏を含め他の伝承者はその当時の芸態や雰囲気を知る者は保存会の中にいない。また A 氏自身
は若いころより篠原村落を出ているため、同世代の篠原出身者・在住者とはあまり一緒に篠原踊
を踊ったことがない。そのため当時の芸態を共有することは難しいことが一つの理由としてあ
る。また別の理由として、A 氏が音頭を取っている事に対してすでに他の伝承者から反論の声が
上がっていることが挙げられる。篠原在住・出身の伝承者は、A 氏が若いころは太鼓打ちであっ
たことはよく知っている（9）。そのため行政の依頼とは言え、A 氏が突如として音頭取りを兼任
していることについて、以前より篠原在住者や B 氏に近い親族関係の人々を中心に「A 氏は音
頭取りではないのに歌っているのはおかしい。音頭取りではない人の音頭では打ち踊れない」な
ど不満の声が出ていた。それに対して A 氏は自分の打ち踊り方が、省略した B 氏の打ち踊り方
よりも古く、それに対応した歌い方であると常々他の伝承者に理解を求めていた。また文化財行
政は、そもそも現在は他に音頭を取れる人がいないので、A 氏を頼るしかないのだと他の伝承者
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への説得を試みた。しかし篠原在住・出身の伝承者に理解はなかなか得られなかった。
他方では、B 氏の親族ではなく、遠い知り合いである篠原出身者の踊り手 E 氏と F 氏のように、
4 回多く打つ分の動作は単純なので、今から臨機応変に対応して 7 回の打ち方でおこなうべきだ
と A 氏の指導に順応している伝承者もいることに留意しなければならない。
では新規に加入した伝承者はというと、篠原踊は初心者であるため、そもそも A 氏と B 氏の
芸態がどのように異なっているのかさえ、まだ十分に理解できていない状態にある。またこの伝
承者たちは A 氏や B 氏と親族関係や知り合いの関係ではないために、なぜ練習が中断するほど
両氏が主張しているのかが呑み込めず、話を聞くだけにとどまっている。同じ保存会の伝承者と
はいえ、再編後も篠原村落の社会関係が持ち込まれているために、新規加入者はよそ者として位
置づけられている（10）。
（2）芸態の「真正性」と「正統性」
このように芸態変化の背景をみると保存会組織の実態が浮かび上がってくる。篠原おどり保存
会は 3 タイプの伝承者が集まり再編した行政主導の組織であり、緊急を要する保存事業のため広
く外部に開かれた画期的な組織であった。しかしそのような新しい組織にも昔ながらの篠原村落
の社会関係が色濃く反映され、新規加入者はその社会関係に入りこむことができず、よそ者とし
て扱われていることが分かる。A 氏が主張する芸態よりも B 氏が主張する芸態の方が、囃子が
省略されていることは誰が見ても明らかではある。しかし篠原踊で代々音頭取りや太鼓打ちと
いったリーダー的存在の重要な役を担ってきたという意味で由緒のある家系の出である B 氏の
社会関係の方が重要視された。そして A 氏の芸態が「真正」であるが、B 氏の芸態（省略した囃子）
が「正統」として選ばれたために実際に芸態の変化が起きたのだ。
つまり伝承組織において「真正」なものと「正統」なものは別であるということが言える。こ
れまで民俗芸能の伝承は、特に文化財行政によって今回の A 氏のような一番の古老の伝承者が
演じる芸態が「真正」であり、伝承すべき「正統」なものだと考えられてきた。しかし実は芸態
が変化した後の B 氏が主張するような芸態であったとしても、それが社会関係にもとづいた芸
態であれば伝承者はそちらを「正統」とし伝承していくことはごく自然なことでもある。特に伝
承組織が再編成し、様々な年代や加入動機を持った伝承者が集まり、いくつかの芸態が主張され
た時に、社会関係というのは誰もが一番納得でき可視化しやすいため「正統性」を選ぶ基準とな
り、より強い「正統性」を帯びるのである。
またこのことから言えるのは、一番の古老の伝承者が演じる芸態を「真正」とした、文化財行
政による保存・活用事業では、芸態の一側面は記録できたとしても、活用、つまり伝承はできな
いということでもある。そのためにも文化財行政の事業は伝承組織の「正統」とする伝承とかけ
離れないための対応が必要であると思われる。
文化財行政や研究者がそれぞれの立場で民俗芸能、祭礼の伝承を正しく理解し、手を差し伸べ
ることを可能にするためにも、芸態の変化を捉え、その変化によって可視化された伝承組織の実
態を把握する必要がある。そして伝承者たちは何を「真正」とし、何を「正統」なものとして伝
承しているかを明らかにすることは重要になると思われる（11）。
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結論
本稿では、篠原踊を事例に、民俗芸能の芸態の変化に着目し、そこからみえてくる伝承組織の
伝承の実態を描き出した。篠原踊は少子高齢化にともなう慢性的な伝承者不足により、文化財行
政の保存事業によって奈良県内外より公的に伝承者を募集し、「篠原おどり保存会」が再編成さ
れた。それによって篠原在住者、篠原出身者、新規加入者の大きく 3 タイプの伝承者で構成され
ることになった。伝承の過程で起こった芸態変化の原因をみてみると、再編成後の保存会に世代
や異なる背景を持つ 3 タイプの伝承者が集まっているが、実は篠原村落の社会関係が埋め込まれ
ており、それが変化を可能にしていた。より古くに演じられ、行政の事業にも支持された「真正」
な芸態を演じる古老の伝承者と、時代は下り省略した芸態であるが代々音頭取りや太鼓打ちを務
めた家系のもとで習った伝承者の対立が生じた時に、社会関係の方が重要視され、前者の「真正」
な芸態とは別に、後者の芸態が「正統」なものとして、伝承されていったことを明らかにした。
今回、芸態の変化は太鼓の 7 回打ちから 3 回打ちへの変化だったが、これが 7 回から 6 回打ち
への 1 打分の変化や 1 歩分のステップなど些細な変化であっても、重要な芸態の変化であり、そ
れはやはり社会関係が埋め込まれているからこその変化であろう（12）。今後はさらにこのような
より微細な芸態の変化に注目し、細やかな伝承組織の実態を描いてゆくことが必要とされる。そ
のためにも今回のような伝承者を大きく 3 つにグルーピングするのではなく、参与観察のもとで
より詳細なグルーピングをし、丁寧な社会関係の考察をおこなうことに注意を払いたい。そして
文化財行政との関わりやそれに伴う再編成など様々な現代の状況に置かれている伝承組織におい
て、伝承者にとっての芸態の「真正性」と「正統性」はそれぞれ何なのか、見極めてゆくことが
より一層重要なこととなっていくものと思われる。個別の事例にとどまらず民俗芸能または祭礼
全体において伝承というものが一体何なのか、それを改めて考えるための、本稿は出発点のひと
つであった。
註
（1） 芸能名称は文化庁による『篠原踊調査報告書』にもとづき「篠原踊」とし、伝承組織を指す場
合は保存会正式名称である「篠原おどり保存会」とする。
（2） 芝村は「串原の太鼓」の観光資源化のなかで再編成された太鼓集団内の伝承者たちの太鼓の打
ち方の変化や語りを中心に扱いながら、伝承者がその太鼓集団にとって何を真正と見出してい
るかを考察している。芝村の議論は、音と人間関係や社会組織との関連に示唆を与えるが、あ
くまでも観光化される民俗芸能に比重が置かれていた。橋本［1995］や小林［1995］の議論も
関連する先行研究として重要である。
（3） 1 月 25 日は年によっては平日であるため、伝承者が仕事で参加できない可能性が出てきたり、
2016・2017 年が連続して 25 日に大雪のため伝承者たちが篠原村に辿り着けないという状況が
あった（そのうち 2017 年は奉納自体が中止）。そのため 2018 年からは第 3 日曜日と曜日を休日
に固定しておこなうことが決まった。
（4） 宮本常一の『吉野西奥民俗採訪録』［宮本 1942］によると、すでに保存会の存在が記載されてい
るが、戦前より村外の公演に出かける時のために名称だけはあったようである。また保存会と
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は別に、1970 年代に篠原村落を仕事のために出ていった篠原出身者が集まり、
「篠原会」という
同郷会が奈良市内で結成された。その篠原会でも 1998 年頃まで篠原踊が踊られていた。
（5） 1995 年に刊行された『民俗芸能現地習得報告書

古歌舞伎踊りの系譜（Ⅳ）』の三隅治雄の報告

によると、篠原村落の戸数は 16 〜 18 戸、人口は 35 人であった。また平成 27 年刊行の文化庁
による『篠原踊調査報告書』では、戸数は 10 戸、人口は高齢者ばかりの 12 人に減っていると
の記載がある。
（6） 1981 年保存会作成の『奈良県指定無形民俗文化財
（7）

国選択無形民俗文化財

篠原踊』より。

A 氏の打ち踊り方を撮影した模範演技の映像がすでに 2015・2016 年度の保存事業の一環とし
て作成されており、文化財行政としては練習中に伝承者がこの映像を見ることを期待していた。
しかし伝承者たちはこの映像を見ず、D 氏が映っている昭和時代の慣れ親しんだ方の映像を好
んで練習中に見ている。

（8） 『篠原踊調査報告書』によると、現在確認できる最も古い音頭取りは A 氏の曽祖父（1821-1903）
であり、A 氏の家系も篠原踊に関わっていたことが分かる。しかし戦前から戦後にかけて篠原
踊の最も中心的な指導者であった音頭取りは B 氏の親族（1878-1965）が務めていた。その後も
B 家はその息子や本家筋の甥が太鼓打ちや音頭取りを務めており、それを 1939 年に宮本常一、
1953 年に三隅治雄、1958 年に本田安次が現地で調査した際に記録している。その後の音頭取り
は平成に入ってからも B 家が残した録音テープを聞いて音頭の練習をした。
（9） A 氏が太鼓打ちとして踊りを始めたのは、上述した B 家の本家筋の甥が音頭取りになった時
（1950 年頃）であり、B 家が篠原踊においてリーダー格として圧倒的な存在を示していた時に踊っ
ていたことが分かる。ただし、A 氏は B 家とは異なるより古い人物から太鼓の打ち踊り方を習っ
ている。また A 氏は 1971 年には篠原村落を出ており、その後は篠原会では踊っていたが、村落
内ではほとんど踊っていない。
（10） 再編成後の保存会では、表面上は篠原村落の社会関係を持ち込まず、いずれのタイプの伝承者
も平等であることを目指しているため、2017 年からは保存会長を 3 タイプ目の新規加入者であ
る G 氏が務めている。
（11） 本稿は文化財行政の政策について言及するものではないが、例えば、記録映像は一番の古老の
演じる「真正」な芸態を過去の打ち踊り方の記録と割り切って撮影し、現在の「正統」とされ
る芸態は別に記録・練習用教材を作成するという対応策が考えられるだろう。これなどは、対
立をそのままにした、ある意味で

穏当

な対応である。また、伝承組織内で芸態の「ガバナ

ンス」を整える対応策も有効であろう。本事例のように両氏の主張を議論する前に、伝承組織
が再編成して間もない時期はそのような議論を行う前に伝承方法のシステムを整えることが先
だと思われる。篠原踊では現在、新しい演目を練習する際は皆の話し合いによって練習演目が
決まるわけではなく、A 氏がお気に入りの演目を独自の判断で練習演目として選んだり、B 氏
とその娘が気になっている演目が 2 人の判断だけで選ばれたりしている。一部の人によって決
められた伝承をおこなうのではなく、行政が対話のプラットホームを設定して、行政と各住民
と研究者が共に統治する伝承管理のシステムを構築し、ある程度伝承者自身の手で伝承できる
ようになった後に、「真正性」や「正統性」の議論を行う可能性も残されている。
（12） 奈良県の太鼓踊りである「丹生の太鼓踊り」では、篠原踊と同様に 2014 年に県文化財保存課の
保存事業として太鼓踊りを練習した際に、太鼓 1 打分を省略するかどうかについて、伝承者同
士で議論された事例がある。
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