
民俗芸能調査クラブ

2015-2016 活動報告書



2

民俗芸能調査クラブ 2015−2016
目　次

  2_ 民俗芸能調査クラブとは

  3_ 部員紹介

  5_ 個人調査レポート

　　  7_ 気配でみる「春日若宮おん祭」
　　  9_ 埼玉県秩父市「ジャランポン祭り」
　　11_ 福岡県糸島市「白糸の寒みそぎ」
　　13_「古屋の六斎念仏踊り」復活・継承プロジェクトに参加してみて
　　15_ スリランカの旅　　
　　17_ 瞑想合宿レポート
　　19_「独裁者の不在」を知らない、わたしたちへ

21_ 実験報告会
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趣旨目的
　民俗芸能調査クラブは 2011 年に振付家、ダンサーの手塚夏子と ST スポットとの協働により開始されま
した。民俗芸能調査クラブでは、主にアーティストの手法への可能性を主軸とした民俗芸能の研究を行う
ことによって、現代作家にとっての新たな可能性を模索します。
　具体的には、参加者が個々人の作品創作（ダンス、演劇、音楽等）の手法を互いに紹介しながら、身体
感覚を重視し、多角的に民俗芸能を調査。その独自な視点によって浮かび上がってくる要素を元に、議論
や実験をしながら研究を深め、現代的な創作活動への問いを浮き彫りにしていきます。今回から、これま
で参加者であったアーティストが中心となり、活動内容を決めていく方法をとりました。
　また、これらの調査活動が現代における身体表現の可能性に繋がることを目的とします。
＊本クラブでは民俗芸能の定義を「コミュニティにとって必要な（必然として現れた）芸能（踊り、唄、演劇など）」としています。

内容
・研究会　文献を調べ、お互いの手法を確認し合いながら調査の視点を見出し合います。
・ 国内の民俗芸能を見学　様々な地方の芸能を見に行き、記録を採り、身体での感覚に還元したり議論をし、
実験を発明するなど理解を深めました。
　今起きつつあることに私たちがどう反応できるのか？　という問いを元に、それぞれが作品を作る手法
を観察し、その視点を元に日本において、またその延長線上としてのアジアにおいて、近代化以前から各
地で行われた芸能や、習俗、古い文化などについて調査し、感じたことを何かに置き換えたり、謎解きを
したり、それを元に仮説を立て実験を行いました。
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顧問：手塚夏子（ダンサー・振付家）
96 年より、マイムからダンスへと移行しつつ、既成のテクニックではないスタイ
ルの試行錯誤をテーマに活動を続ける。01 年より自身の体を観察する『私的解剖
実験シリーズ』始動。体の観察から、関わりの観察へと移行しつつ 12 年までに
同シリーズ６作品に突入。また、自分自身がいったい何の上に立っているのか？
　という問いに向き合い、民俗芸能の調査に熱中するようになる。13 年から活動
拠点を福岡に移しつつ、様々な場所と人との関わりを大切に活動を継続中。

部長：萩原雄太（演出家・劇作家）
83 年生まれ。茨城県出身。演劇カンパニー「かもめマシーン」主宰。主な作品
に、11 年 8 月に原発から 20km の地点で上演した「福島でゴドーを待ちながら」、
日本国憲法をモチーフにした「俺が代」など。「パブリックイメージリミテッド」
で第 13 回 AAF 戯曲賞、「しあわせな日々」で利賀演劇人コンクール優秀賞を受賞。

島崇（ダンサー）
秋田県秋田市出身。東京都在住。京都造形芸術大学、映像・舞台芸術学科、舞台
芸術コース卒業。在学時、松田正隆、山田せつ子、岩下徹らに師事。卒業後、松
田正隆率いるマレビトの会の作品に役者として出演。以降コンスタントに出演を
続けている。またダンサーとして北村成美、伊藤キム、京極朋彦、倉田翠、伊東
歌織、武道家の日野晃らの作品に出演。13 年より秋田市民を交えた「『私』の病
める舞い姫プロジェクト」を始動。

部

員

紹

介

髙橋誠司／タカハシ ' タカカーン ' セイジ
表現や企画をしています。所属は、NPO 法人おひさま さんさんくらぶ、民俗
芸能調査クラブ、かんじれんしゅうフィル、無職・イン・エクスカーション、
geeq。過去にイベントスペースである FLOAT の運営に関わる中で生まれた自主
企画として、無職・イン・レジデンス、読書フェス、やってみたかったことをや
ってみるための時間 みるみる、などがあります。最終学歴は、関西大学商学部商
学科卒。

清水穂奈美（俳優）
演劇・パフォーマンスの上演に俳優として関わっています。近年は時折、踊りの
公演へも参加。「かもめマシーン」「ジエン社」と共に継続的に活動中。場やモノ
とからだとの交わり方に興味を持って、民俗芸能を眺めています。ここしばらく
のキーワードは「触れる」。

部

員

紹

介

羽太結子（ダンサー）
10 代からダンスを始める。これまで、時々自動、富士山アネット、康本雅子、ド
ドド・モリ等の作品に参加。ダンス、演劇、現代アートを問わず様々な作品に関
わる。08 年から作品作りを開始。劇場、路上、廃墟など様々な場所やダンスフェ
スティバルで発表。15 年より、地域でのコミュニティ作りの発端となることを願
って、ピラティスを始めとした身体教室を始める。

武田力（演出家）
幼稚園で働いたのち、演劇を始めました。演劇といってもその作品素材は「糸電話」
や「街」、「タコ」とかで。それらはアジア各地の民俗芸能を元に創作しています。
そこに社会の端緒を見、また現代を反映し直すことで、お客さんと一緒になにか
を考える作品をつくっています。また、2016 年度の横浜市芸術文化振興財団ク
リエイティブ・チルドレン・フェローです。
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個人調査
レポート

個 人 調 査 概 要

　民俗芸能調査クラブでは、定期的なミーティングに加え、それぞれの部員による民俗芸能お
よび、民俗芸能に関連した個人リサーチや、複数の部員による合宿調査などを行っています。
今年度は、関東を中心としながら、近畿、九州などにも訪れて調査を行いました。以下のペー
ジでは、それぞれの部員が各民俗芸能をレポートするとともに、瞑想合宿への参加や民俗芸能
と通底するフィリピンでの暮らしなど多岐にわたる調査の内容を記しました。
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　底冷えの厳しい 12 月 17 日、奈良の春日若宮お
ん祭を訪れた。
　この日、春日大社祭神の子どもにあたる春日若
宮を、人里近い参道のお旅所に遷し、様々な芸能
を奉納する。祭礼に向けた行事は 7 月１日から始
まり、12 月 15 日から 18 日まで多くの神事芸能が
行われるが、その中心となるのが 17 日なのである。

　12 月 17 日
　式次第
　　０時　　遷幸の儀　若宮を本殿からお旅所へ
　　１時　　暁祭　お旅所にて朝の神饌・神楽奉納
　　９時　　本殿祭・若宮御留守事　春日大社・お　　
　　　　　　 旅所仮御殿にて無事斎行を祈願
　　12 時　　お渡り式　祭礼参加者による風流行列・
　　　　　　 流鏑馬・競馬・松の下式
　　14 時半　お旅所祭　神事芸能の奉納
　　22 時半　還幸の儀　若宮をお旅所から本殿へ
　
　お旅所祭での芸能奉納に先立って、総勢千人以
上による「お渡り式」がある。祭礼参加者が若宮
のいるお旅所を訪ねてくるという趣旨の儀式だ。
古式の装束に身を包んだ祭礼参加者が長大な風流
行列をなし、奈良県庁～ JR 奈良駅～興福寺南大門
前～参道と練り歩く。参道では、春日大明神が降
臨したといわれ能舞台の鏡板にも描かれる「影

ようごう

向
の松」のもとで、各芸能集団が短い演舞を披露す
る「松の下式」や、お旅所祭で行われる舞楽の左舞・
右舞の順番を決める競馬、稚児

やぶさめ

流鏑馬などが行わ
れる。
　この盛りだくさんなお渡り式を経てのお旅所祭
では、若宮仮御殿の正面に設けられた五間四方の
芝舞台で、巫女による神楽、東

あずまあそび

遊、田楽、直面・
略式での翁、和舞、舞楽などが途切れることなく
奉納される。

　一つの祭礼のなかに、これだけ豊富な芸能があ
るのも珍しいのではないか。だが、ここには、お
ん祭を実質的に主導していた興福寺の思惑があっ
たようだ。
　おん祭は、平安時代末の 1136 年、関白・藤原忠
通が大雨洪水による飢饉と疫病の蔓延に対し、蛇
身で生まれた若宮＝水神の加護を頼んで奉仕した
例祭が始まりとされている。
　しかしそれを実際に主導したのは、大和国で大
きな勢力を誇っていた興福寺だった。春日大社と
の関係のなかで、興福寺の権威を示す意図があり、
その意図は、若宮を人里近いお旅所へ遷し、そこ
で民衆の耳目を惹く華やかな芸能を行うという祭
礼の形態に反映されている。
　江戸時代までは、午前４時頃（創始数年後には
２時頃）から 16 時頃にかけて行われていたという
から、お旅所祭での芸能奉納はすべて民衆の耳目
を集めやすい日中である。篝火の中で見るいまの
雰囲気とはまた違って映ったろう。未明から若宮
を遷し、暁とともに始まって日暮れとともに終わ
る昔の祭礼の姿を想像してみるのもおもしろい。
　さて、このおん祭訪問には明確な目的があった。
それは、遷幸・還幸の儀、とりわけそこで聞かれ
る警

けいひつ

蹕だ。警蹕とは、天皇の出入、貴人の通行、
神事の際に人々を戒める先払いの声のこと。文字
にすれば「ヲー」だろうか。この声とともに、す
べての灯りが落とされた暗闇のなか、若宮がお旅
所へ遷される。もちろん写真ビデオ撮影も禁止。
これはもう行くしかない。
　高い樹々に囲まれた参道は、都会生活ではなか
なか味わえない暗闇だ。目が慣れてもうすぼんや
りと辺りが見える程度の明るさのなか、先行く人
の携帯電話の光すら暴力的に感じられる。砂利を
踏む足裏が芋虫のように動き、微かな音にも敏感

気配でみる「春日若宮おん祭」
調査：清水穂奈美

になっていく。若宮がお出ましになる二ノ鳥居前
に着くと、既に数百人の見物が並んでいた。
　０時、わずかに灯されていた照明も落とされる。
しばらくすると、遠くから微かに「ヲー」という
声と雅楽の音が聞こえ、少しずつ近づいてくる。
２本の松明が地面に線を引き、その後ろから、20
～ 30 人ほどだろうか、白装束の神職たちがピタリ
と隙間なく若宮を囲んだ状態で、「ヲー、ヲー」と
声を発しながらゆっくり進んでいく。その後ろに
は雅楽を奏でる楽人、保存会らしき関係者が続く。
　ムカデ競争のように密着しあって進む神職たち
は、一つの蠢

うごめ

く塊のようだ。それが暗闇のなか、徐々
に近づいてくる気配と、砂利を踏む小刻みな足音
と、重なりあう警蹕の声とが相まって、なにか異
様なものに出くわしてしまった感覚だった。不気
味だったし、畏怖とはこういうものかとも思えた。
俗っぽく表すなら「……ぁあー……キタキタキタ
キタ……やばいやばいやばいっ……」だ。神さま
というと無機質な印象を持っていたが、ここでは
ものすごく生々しく感じられた。
　遷幸の儀を通しておもしろかったのは、気配に
対する感覚だ。一列に並んで待つ見物人には、遷
幸の儀は近くに差し掛かるまで見えない。長い参
道の先から何が来るのか、音を頼りに全身の感覚
をそちらに差し向けることになる。行列が目の前
に差し掛かった時には、その場の見物人全体が、
神職に囲まれた中心―――若宮がいる―――を探
ろうとし、見えない何かに全身で集中している感
じだった。
　似たようなことが暁祭やお旅所祭でも起きた。
舞楽や和舞など、正直一つ一つの所作の意味はわ
からない。撮影に熱心になる見物人も当然多い。
しかし時折、ふと、示し合わせたように一斉にカ
メラを下ろして、舞に集中する時間が訪れる。そ

れは、ゆっくりと同じ所作が繰り返されているよ
うに見える舞が、次の動きに変化する瞬間だった
りする。「何が起こっているのかはわからないが、
何かが起こっていることはわかる」といった感覚
がその場にいる人々に共有されているように感じ
た。
　余談だが、遷幸の儀が始まった時、急にそれま
で静かだった鹿が鳴き声をあげた。動物にも「何
かが起こっているのはわかる」のかもしれない。
遷幸の儀では他にも、始まりとともに風が吹きだ
して曇ったり、急に体感気温が下がったりという
ことがあった。お旅所祭でも、舞始めや調子（リ
ズム）が変わるタイミングで風が吹き降ろすこと
があり、「若宮様が喜んでる」といった声も聞かれ
た。祭礼が気象に影響を与えたかはわからないが、
周囲の環境の微妙な変化と祭礼がリアルタイムで
シンクロすることはあるのかもしれない。そこに
は気配に対する感覚が働いているのではないだろ
うか。

（参考資料）
一般社団法人春日若宮おん祭保存会発行

「第 880 回春日若宮おん祭パンフレット」
「音と映像による日本古典芸能大系　第 2 巻」内
「春日若宮おん祭／飯島一彦・増田正造」
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　「ジャランポン祭り」は村を挙げて葬式ごっこを
する「葬式祭り」だ。西武秩父駅から 20 分ほどバ
スに乗ると、ジャランポン祭りの会場である下久
那地区会館付近に到着する。そこは、到底祭りを
しているとは思えないほどのどかな田園風景が広
がる住宅地であった。一抹の不安を覚えながら歩
いていると、諏訪神社の鳥居を発見。「ジャランポ
ン祭り」と手書きで書かれた灯籠が飾られている
のを見てホッとした。氏神である諏訪神社は簡素
な作りで、外部に向かって PR する気も全く感じら
れないゆるさが端々から伝わってきて、ジャラン
ポン祭りへの期待感はさらに増す。このお祭りは、
完全に地元の方々のためのお祭りなのだ。
　到着したのは 16 時頃だったが、その頃、神社で
の本祭が終わり、住人の方々が宴会を催すため会
場に集まっているところだった。16 時から 1 時間
は、下久那の方々が神との響宴を楽しむ時間らし
く、マスコミや外部の人間はしばらく外で待つこ
とに。
　とっぷりと日も暮れた 17 時頃から、酒で顔を真
っ赤にしたおじさんたちがおもむろに立ち上がり、
戸棚から取り出した唐草模様の布を身に付けはじ
めた。部屋の上座には、紙でできた飾りをつけた
棒が２本立ち、その間に棺桶らしい木箱が設置さ
れる。木箱は縦幅１m× 横幅 50cm× 高さ 50cm ほ
ど。その横に死に装束をまとった男性が転がされ
ている。今年選ばれた「死人」だ。
　唐草模様のマントを身にまとった男性が 6 名、
棺桶を挟むようにして立ち、鈴、ドラ、太鼓それ
ぞれの音合わせを始めた。といっても、合わせる
気があるような、ないようなノリで。互いをおち

ょくりながら「しゃらーん」「ぽん」「ちーん」な
ど間の抜けた音を出してはげらげら笑ったりして
いて、その姿は小学生男子を彷彿とさせる。僧侶、
村人もみんなそれぞれに頭に白い三角頭巾をつけ
ている。かなり本格的な葬式スタイルだ。17 時 30
分過ぎ、僧侶役がジャランポン祭り開始の挨拶を
始め、同時に東日本大震災から５周年ということ
で黙祷を捧げた。
　祭りの流れはこんな感じだ。
　まず、僧侶の合図で棺桶の外側で転がされてい
た死人を、家族や親族が運び上げて棺桶に入れる。
棺桶に入れられた死人は、小さい棺桶故に足を伸
ばすことが出来ず、棺桶の中で体育座りをせざる
を得ない。頭に白い紙をつけた酔っぱらいのおじ
さんが、木箱にちまっと座っている姿はそれだけ
でおもしろく、会場から笑いが生じていた。その後、
僧侶の読経が始まる。毎年即興で読経するらしい
が、今年はお寺でお経の教典を入手してきたらし
く、お経を「それらしい」トーンとリズムで読む。
しかし、お経の端々に「今年の死人は重いッ！」
などと死人をおちょくる言葉を入れ、その間を縫
うように楽器係が気の抜けたような音で間の手を
入れていく。その後、死人自らが 冥

めいせん

銭を徴収しに
会場を一周し、また読経。さらに、死人の挨拶が
行われ、諏訪神社へ行列を組み、神社前で歌か踊
りを奉納する。
　段取りはあるが、細かい内容は出演者にかかっ
ており、即興で場をつなげていくというある意味
過酷な祭りらしい。僧侶役、楽器係、村人がそれ
ぞれ茶々を入れたり、入れられたりしながらゆる
ーく進行していく。だが、ハチャメチャに見えて

埼玉県秩父市「ジャランポン祭り」
調査：羽太結子

もある一定の秩序は崩せない、崩してはいけない
……という空気がある。そんな中での「無礼講」は、
とても日本的な感じがした。
　ジャランポン祭りの歴史は深く、江戸時代から
始まったという説がある。村内に疫病が流行った
時に、それをおさめるために諏訪神社に人身御供
を奉納したのが始まりで、悪疫退散　無病息災を
祈願する。かつては笑いひとつ起きないまじめな
祭りだったが、ある時から「もっと楽しもう！」
ということになったらしく、酒を大量に飲み泥酔
した状態で祭りを執り行うことにした。
　伝統や継承に対しては「安易にその形を壊して
はならない」という強烈な意識が働きがちだが、
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ジャランポン祭りでは「おおまかな形は残すけれ
ども自分たちが楽しめるようにしてみようぜ」と
いう主体的に楽しむ姿が印象的だった。
　祭りの終盤、「（場がもたないから）もう終わり
にしようぜ」という村人の一言により、昨年より
も早く祭りが終了した。無形文化財などで「残す
べき祭り」の場合、このような誰かの一言でさっ
さと終わらせるというカジュアルなことはできな
いだろう。
　形を尊守しつつ、それにおもねるのではなく、
めちゃめちゃでも自分たちなりの祭りのやり方を
楽しむ姿が、文化財に認定されていない「生きた
祭り」のおもしろさだと感じた。
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　福岡県糸島市の「白糸熊野神社の寒みそぎ」は、
12 月の夜中、白糸川に飛び込むという過酷な祭り
だ。男たちが川に浸っている中、歳男が川の水で
米を研ぎ、その米を炊くとその年の豊凶を占うと
いうのが、祭りの趣旨。だが、九州とはいえ、12
月の夜中の川が温かいわけがない。およそ 100 人
あまりが居住する集落にある、小さな神社が集合
場所だった。
　世の中には、意外なほどにもの好きは多い。
　ふんどしを持ってくれば誰でも参加できるとい
うオープンな祭りに惹かれて、九州各地から人々
が集って来る。祭りの開始は午前 0 時。それまで
は、焚き火にあたりながら、地元民、あるいは我々
のような外部から来た人々としばしの談笑などを
する。
　23 時半。太鼓が鳴り響き、私を含めて参加をす
る男たちはぞろぞろと着替えに向かう。ふんどし
に白足袋という人生で初めての出で立ちになった
が、いかんせん青瓢箪の私の体型からは、男の色
香なるものが全く感じられない。そして、着替え
場所となっていた倉庫から一歩足を踏み出すと、
脂肪のついてないガリガリの痩躯を絶望的な寒さ
が襲う。「いつもはもっと寒いんだけどね」という
地元民の相対的な評価は、初参加の私には何の意
味もなさない。地元中学生と思しき若者たちの、「う
わっ、やべえ」とか「寒くねえし」みたいな童貞
のノリが笑える。
　23 時 45 分、再び太鼓が鳴ると、焚き火から離
され神楽殿の前でお神酒を一杯授かる。さらに、5
人 1 列で並び、出発の時刻を待つ。寒さで足の震
えが止まらないが、隣の人と肩を組むと、これが

かなり温かい。
　そもそも、他人との肌の接触をなるべく避けた
いと思って生きてきたタイプの人間だ。しかし、
もうこうなったら背に腹は代えられない。恥も外
聞もなく、周囲の人とぎこちなく肩を組み、そし
て「おいさ、おいさ」の掛け声を上げる。「気合で
寒さを吹き飛ばせ！」というような、体育会系の
ノリは、私の最も忌み嫌うものであり、平時であ
ったら、積極的に批判するところ。しかし、今は
有事なのである。
　24 時。太鼓の合図で、1 斗樽を担いだ年男を先
頭に、小学生から老人まで数十人の男たちが走り
だす。目的地は神社から 200 メートルほど離れた
白糸川。「おいさ、おいさ」の掛け声で進んでいく
が、本当にこのまま本当に川に入ってしまうので
あろうか？　走っている時ですら半信半疑であっ
た。が、「寒みそぎ」は、そんな曖昧な態度を許し
てはくれない。気づくと、目前には水面が迫って
いた……。「飛び込むのか？　本当に飛び込むの
か？　え、嘘 !?　ほんとにこのまま行くの？」そ
んな、自問自答が周囲に察知されることもなく、
勢いよく、腰までの深さのある川の水に飛び込ん
だ。遠くから離れて見ていた人間には、さながら
レミングの集団自殺のように見えただろう。もし
くは、太平洋戦争へと突入する日本の姿を観たの
かもしれない。しかし、私たち参加者がそんな一
歩引いた目線を持つことは、水の温度が許さない。
　腰から下は川の水に震えてはいるものの、隣の
人と肩を組んでいると、上半身は思ったよりも温
かい。「人の温かさ」というのは、甘ったるく抽象
的な概念だと思っていた。けれども、そんな「人

福岡県糸島市「白糸の寒みそぎ」
調査：萩原雄太

の温もり」が、具体的なものとしてそこにある。
肩を組む腕を外したら、寒さで死んでしまうのだ。
しかし、寒みそぎは容赦がない。
文字通りの意味で、生命線であるところの腕を離
し、ジャバジャバと水をかけることを要求する。
歯の根が噛み合わず、下半身の感覚はない。さらに、
水をバシャバシャとかけられ、上半身の体温も奪
われていく。「もうダメだ……」5分ほどが過ぎても、
円になる→水をかける→小さい円を作る→大きい
円をつくるの無限ループ。何度も、水から上がり、
ギブアップ宣言をしよう思うのだが、「男がすたる」
という僅かなプライドが邪魔をする。およそ 10 分
も過ぎた頃だろうか。ようやく年男による洗米が
終了すると、男たちは水から這い上がることを許
された。
　水の中よりも、水から上がった時のほうが何倍
にも寒さを感じる。地獄のような 200 メートルを
走り、焚き火の前に辿り着く。震えが止まらず、
歯はカタカタと音をたてる。いくら焚き火にあた
っても、いくら温かい飲み物を飲んでも効果はな
い。宿泊した民俗芸能調査クラブ顧問の手塚さん

の家に帰り、風呂に入るまで震えは収まらなかっ
た。なお、祭りの目的である占いの結果を見る前に、
退散したことを付言する。もう、限界だったのだ
……。
　「民俗芸能の素晴らしさ」を語る時、たいてい
性善説に基づいた言説に彩られる。人と人の支え
あい、触れ合い、コミュニティの一体感……。そ
れらは、もちろん素敵なことである一方、ひねく
れた私にはどこか胡散臭くも感じられる。都市の
人間が田舎暮らしに勝手な幻想を抱くような類の、
現代から前近代への幻想的な視線を感じてしまう
のだ。
　けれども、今回のリサーチで興味深かったの
は、そんな雑誌に踊るキャッチコピーのような美
辞麗句が、切実なものだったことを体感したこと
だ。支えあい、触れ合い、一体感を得なければす
ぐそこに「死」があった。だから、彼らは支えあ
って触れ合って一体感を必要としたのではないか。
身体の芯から体温を奪っていく冷たい水とともに、
そんなに切実なイメージが身体の奥深くに突き刺
さってきた。
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　ひょんなことから関わることになった。民俗芸
能そのものを積極的に観ることも、ましてや習う
という発想もなかった。だから、できるだけ「継
承」の在り方やその選択肢について力点を置き、
このことに取り組もうとしていた。気楽に、とは
いかないが引いた視点で捉え、考えようと思いつ
つ、そういう振る舞いを試みてきたけれども、昨
年 6 月に初めてこの地を訪れ、そして今年 7 月中
旬あたりから飛び石で滞在しながら、継承者の方々
や（プロジェクトで招聘されているいない関わら
ず）集落外在住の参加者ができる限り一同に会し、
1 回 3 時間ほどの全体稽古を当日まで 10 日間行う。
さらに、暮らしの合間に自主稽古を行い、継承者
のうちのおひとりが突発的に滞在先に訪問してく
れての稽古を行う。そんななか、僕は太鼓を回し、
身体が背負い出している鉛の塊が大きくなるより
も早く膨れ上がる数々の思考の残骸や責任のよう
なものでパンクしてしまいそうになっている。稽
古をしてからというもの、思考が加速度的に増し
た。
　同じことをぐるぐると考えているのかもしれな
い。
　8 月 14 日まで、あと 5 日間。いや、その日はも
ちろん大切だが、その先だ。絶対に燃え尽きないぞ。
その反応としてなのか胸焼けがひどくなってきた。
まだまだなもんです。
　無論、稽古自体は楽しい。現在の継承者がご高
齢であり、彼らの体調を鑑みると 1 秒の重さを感

じつつも。僕は六斎そのものが好きだ。やってみ
て好きになった。でも、現継承者から私たちに継
いでいく、移行していくまでの数十年間にわたる
時の隔たりが大きい。そして短期間での稽古では、
完璧に振りを習得することは難しい。そもそも、
何が「忠実」なのだろうか。それは言葉にしにく
いが、確かにそこに存在している。まだまだ感じ
られていないことも多い（継承者の方々はとても
多くの時間と労力を割いていただいている。その
中のお一人には毎日のように昼や日が沈んでから
稽古をつけてもらっているし、たくさんの記憶に
ついてや今現在考えていることを話してもらって
いる）。
　そもそものこと、私でよかったのだろうか。
　後継者の振る舞いひとつで「継ぐ」ことの捉え
方は変わる。全く重圧を感じないことも可能だろ
う。僕は重圧を感じないタイプだと思っていたの
に……。稽古を通じて「ちょっと習ってみよう」
みたいなものではなく、外部の者ながら、正統に
継承するほかの選択肢は気付くとなくなっていた。
　現世代と次世代の関係性のもと、‘ これまで ’ を
なるべく再現しようとすること。
　ただし、10 年前に市の教育委員会によって撮影
された映像がレファレンスになってしまうことは、
有効でもあり、危険でもある。本来は口伝や生身
で舞う姿を通して継がれていったはずだが、滞在
期間が限られていることもあり、その映像が力を
持った。もちろん、映像が残っていたことは決し

「古屋の六斎念仏踊り」復活・継承プロジェクトに参加してみて

調査：髙橋誠司／タカハシ ' タカカーン ' セイジ

タカハシ ’ タカカーン ’ セイジは 2016 年 8 月武田力らとともに滋賀県高島市朽木古屋に伝わる「古屋の
六斎念仏踊り」を復活させるプロジェクトに携わりました。地域の過疎化、高齢化によって 2012 年を最
後に休止した芸能を、約一ヶ月間かけて集落内にある玉泉寺にて近年行われていた形に近い状態で観客を
招き本番を迎えました。このテキストでは地元住民との稽古の際に巡らせた思考についてレポートします。

て悪いことではない。ただ、映像の中でも振りが
あやふやな部分や人によって大きく違った点もあ
り、現在の振りとも違いがあった。現在でも振り
は個性がそれぞれに絶妙にあらわれている。けれ
ども、映像を参照することは、現世代と次世代と
の間で、今この時点での振りを確かめるためのひ
とつの指針となる。私たちには再生装置があり、
自主稽古の際にも鉦（かね）や念仏がないとどう
にも流れが掴めなかったので、映像に頼るほかな
かった。映像を分析し、現在の振りとの違いにつ
いて、時に現世代へ疑問を投げかけていた。
　民俗芸能というものは受け継ぐのも渡すのも人
だ。よくも悪くも個の持つ身体や生きてきた中で
培った思考、性格によって変化する。継承には必ず、
過去の出来事の脈や断片や ' 今ここ '' 自分 ' が入り
込む。
　僕自身は来年、プロジェクトの主催者から呼ば
れる保障もないけれども、約束をした。継承者の
方々と。継いでいくことを。それでいいし、それ
がいい。継承者同士、直接的関係を深めていくこ
とがやはり自然だったのだ。そうなっても、間に
いる事務局への配慮は忘れないようにしたいのだ
けれども。おもしろい関係性だと思う。
　鉦も念仏も覚えなくっちゃ。今回やった太鼓で
覚えていないのは、お一人しか知らない曲（とい
うと語弊があるけれども）「シシ」、「カグラ」。集
落を巡る前に、初盆を迎えるご先祖の墓前で捧げ
る「フルバイ」も、キョウゲンという役割につい
てもまだ身をもっては知らない。
　滞在前から、考えていたこと。
　それは、古屋が抱えている過疎化や、それに伴
う古屋の六斎念仏踊りの後継者不足という問題は、
他の地域でも共通する事柄であるということ。時

代の激流によって芸能がなくなっていく事例は後
を絶たないが、諦めたくはない。
　諦めたくはないから思案したこと。古屋でのこ
の復活継承が「成功」したとして、いや、「失敗」
しても、僕という存在をひとつの USB フラッシュ
メモリのようなメディアとして捉えること。「古屋
の六斎念仏踊り」というフォルダに、振りや土地
の記憶を記録していくこと。そして、僕自身がま
た別の途絶えそうな、途絶えている芸能を習い、
または継ぐなら、別のフォルダができあがる。そ
の後に、バグのようなフォルダ間の情報交流が起
こる。僕という眼から 2 つ以上の芸能を捉えるこ
とを有効にしたい。僕という個の存在がハブにな
ることによって、情報や人に新たな流れが起きる
のではないか、と。個から起こす交流によって、
民俗芸能は、いやそもそも「表現」や「日常」と
いうものが活気付くのではないかなと夢想してい
るし、そうなるはずだと。試みたい。古屋の六斎
だけでもいっぱいいっぱいなっているが、挑戦し
たい。
　想像。考えることは山ほどある。まだまだ止

や
ま

ない。
　急げ。
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ヴェヌーリ・ペレラというスリランカ人のコンテ
ンポラリーダンスのアーティストと、あるプロジ
ェクトで知り合い意気投合した。彼女は、私も顔
見知りのソ・ヨンランという韓国のダンスアーテ
ィストと親交があり、3 人ともそれぞれの国の古い
芸能に興味がある。そんな共通点から、3 人で今
後何かしらの活動をしていこうという流れになり、
私はちょっとワクワクしている。私たち３人はス
リランカで合流した。
■スリランカの街
　到着したコロンボは美しい街だった。イギリス
の植民地を経て、内戦を経てきたとは思えないほ
ど、家の一軒一軒、道路、人々の様子のどれもが
美しかった。特に、女性の着ている服が、それぞ
れの人にとても似合っている。日常着としてのサ
リーや、それに近い服、あるいは西洋的な服の境
界が曖昧な感じで、味わいがあるけど鮮やかな色
彩の服。体の形はいろいろなのに、それらがとて
も素敵に栄えている。
　滞在したヴェヌーリの家は 3 階立てのアパート
の最上階で、風の通りが良く、とても美しい眺め。
翌朝目が覚めた私は天国にいるのかと思った。木々
や家の屋根、電線などをリスが駆け巡りながら遊
び戯れ、鳥が飛び交っていた。
■儀式を見に行った話
　ヴェヌーリのおじさんの知り合いのお宅で、あ
る儀式が行われるというので見せてもらいに行っ
た。この儀式は、夜中から明け方まで行われた。
大きな河を渡り、森を抜けたところにあるお宅に
は、ヤシの木の幹やその皮などで作られた薄緑色
の祭壇が作られていた。祭壇といってもそれは仕
切りのついた棚みたいなもので、一番上段にはひ
とつひとつ油の入った皿が置かれ、そこに火がつ
けられる。鶏が一羽、紐につながれる。これは後
で羽を何枚かむしって儀式に使われる（この段階

では生きたまま血を垂らして使ったりするのか？
　と勝手に想像してしまっていた）。この鳥は時々
暴れて突発的に鳴くのだが、徐々に疲れてきて鳴
かなくなっていく。そんな姿が哀れみをそそった。
準備をしている段階で、その儀式の中心となる僧
侶から、ヴェヌーリがいろいろな話を聞いていた
けれど、英語で訳してくれる内容は、私の理解が
追いつかない。けれども、そのおじさんの様子が
なんとなく変わっていくのがわかった。そういえ
ば、このとき、その僧侶は噛むと口の中が赤くな
る不思議な葉っぱを噛んでいた。おそらく、それ
は噛みタバコみたいなものなのだろう。そのせい
で少しハイになっていったのか？　あるいは、そ
の役割を果たすために、すでに何かに入っている
状態に移行していったのだろうか？　とにかく、
すごく不思議な感じがした。喋り出したら止まら
ない。歌みたいに、ものすごい早口でまくし立て
ていた。
　そして、儀式が始まった。祭壇の前に、小さな
台が置かれ、その上に果物などの供物がそなえら
れる。そして助手のようなもう一人が粉を撒いて、
それに僧侶がさっきと同じように早口で何かを喋
りながら火をつけると、一瞬にしてボワっと燃え
上がる。一貫してこの動作が行われ、また祭壇と
は別に、長机の上にヤシ幹の皮で作られた 20㎤く
らいの作り物が 10 個くらい並べられ、その中にお
供えをするものが次々に注がれていく。お酒だっ
たり、お米だったり、鶏の羽だったり。それが終
わったら、今度はそのお供え物を、家の周りの様々
な場所に設置。例えば、腰の高さくらいの台の上
だったり、木の枝から垂れ下がった吊るしものだ
ったり、地面を掘った穴だったり、という具合に。
どうやら、それぞれの場所に意味があるようだ。
そして、お供物のところで、また呪文のようなも
のを唱え、粉を撒き火をつける。その順番にも意

スリランカの旅
調査：手塚夏子

味があるらしい。
■瞑想
　別の日、瞑想を体験できるということで、ある
寺院に行った。敷地内に公民館みたいな風情の建
物があって、その中で瞑想は行われた。地べたに
白い座布団がたくさん敷かれ、人々は縦７～８列
くらいになって、ほぼ全員白い服を着ていた。そ
して、前に瞑想を誘う僧侶がいる。
　雑談のあと、「目を瞑って終わるまで決して開か
ないように」というようなことを言われる。ここ
までは、一緒にいたヴェヌーリに翻訳してもらっ
たが、それ以降は声を立てられないので、とにか
く言葉は全くわからないままにじっと座って、僧
侶の声を聞いた。1 時間半～ 2 時間くらい、一度だ
け立ち上がって手足をぶらぶらさせる時間があっ
たものの、それ以外はずっと座って目をつむって
いた。終わると、サンドイッチと紅茶が振る舞わ
れる。あとで、ヴェヌーリに聞いたところ、体の
一部に意識を向けるような指示がほとんどだった
という。頭の先から足のつま先まで様々にからだ
を観察するような内容だそうだ。私が自分で自分
にやっていた観察方法とそっくりだから、なんだ
かびっくり。不思議な縁を感じる。ただし、私み
たいに身体が勝手に動いてしまうのは許されない
そうだ。じっとしているのも修行であり、動くま
まにするのはまた別の瞑想なのだという。
■仮面劇
　博物館の敷地内にある広場にて、仮面劇が行わ
れた。仮面劇といっても、韓国で観たようなもの
とは違って、本来はトランスによって治癒をした
り、悪い事柄を取り除くといった医療を含んだ呪
術行為としての仮面劇だ。が、今回観たのは、博
物館で行われる、多くの人に対するデモンストレ
ーション。ヴェヌーリの説明によると「実際にト
ランスはしていないよ」ということ。しかし、私

は仮面の人が出てきた瞬間や、トランスのような
動きになった時はかなりヒヤっとしたりドキドキ
したりした。ビデオを撮ろうとしたら、後ろのお
ばちゃんたちに怒られた。ビデオや写真は、神聖
なものに向けないのが本来的な礼儀であるようだ。
スリランカでは神聖な物事への敬意はとてもとて
も強い。先日見た儀式の時にもあったような祭壇
が 2 つ離れたところに立てられ、その間に 2 人の
人が太鼓を腰につけて現れる。彼らは司会者みた
いな感じで、仮面の人たちを呼び出す。もちろん
言葉は現地語で、一言も意味はわからない。仮面
の人たちは、たいてい一人ずつ登場する。あるいは、
一人が登場した後から夫や妻などの別の登場人物
といった感じで出てくることもある。そして、仮
面の人と司会者がまるで漫才師のやりとりみたい
に会話をする。言葉がわからなくても、日本の漫
才師の喋り方にしか聞こえず、「な～にいっちゃっ
てんの、おめ～さん！」と言っているようで、一
緒になって笑ってしまった。しかし、ある時、悪
魔みたいな仮面の人が出て、トランス状態になっ
た時は、かなりゾクゾクっとした。いろんな意味
で深い神聖さを持ったキャラクターのようでバリ
で言えばランダ、日本で言えば鬼のような感じだ
ろうか。出会った芸能や風習など、わからないこ
ともたくさんあるが、何かしら日本やアジアの国々
で見た芸能や風習との繋がりや違い、ズレながら
重なる「流れ」みたいな何かを感じる旅であった。
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　瞑想ではとにかく、身体を観察するように指示
されました。一日中身体の観察をします。観察を
していると身体の奥底に溜まったもの（知らず知
らずのうちに受けたトラウマや自分の癖）が（感
情の前に）「不快感」や「快感」という「感覚とし
て」浮かび上がってきます。そこで重要なのは「客
観性、平静さ、忍耐」で「痛みやイライラするな
どの不快感」が出てきても、それを「嫌悪」して
はならない。そして「心地よさや安心感などの快感」
が出てきても、それを「渇望」してはならないと
教わりました。簡単に言うと不快感=嫌悪は「『嫌悪』
という私の業」、快感 = 渇望は「『渇望』という私
の業」として身体に現れてくるという意味です。
そして「物事は常に変化してゆく、生まれては死
んでゆく」=「無常である」ということを教わりま
した。つまり身体の底から浮かび上がるそれらを

「ただ」観察することで、「嫌悪や渇望という私の業」
がやがてはなくなるということです。上記の「無
常である」ということは、言葉では理解できますが、
瞑想とはそれを「身体を通じて」理解するための
行為です。大昔の科学が未発達の時代にブッダは
瞑想を通じて、人間の身体は微粒子であり、点の
集まりで、それは絶えず生まれては死んでゆく、「川
の流れのようなものである」と悟りました。つまり、

「私」とは常に流動的なもので、今の私はあるエネ
ルギーの「通過点」に過ぎない。例えるなら「私」

はヤカンから出る湯気のような存在でしょうか。
つまり、過去や未来もない、そして「私のもの」
などない。だから「私という業」を捨てて、「今を
生きる」ということを悟るのではないでしょうか。
　それは私も瞑想をしていて自覚したことで、瞑
想中には（未来のことを）妄想したり、（過去のこ
とを）思い出したりするのですが、それだと頭が
ノイズまみれで、「今の身体」に全く集中ができな
いのです。ですが、ずっと我慢をしていると、ふ
っと霧が晴れたように静かになって、身体が感じ
られる、「今が立ち現れる瞬間」が確かにありまし
た。本当は、本当に「今しかない」のです。最初
の３日間は「鼻の下に息があたる感覚」を観察し
ました。それを通じて「今」とは「鼻の下に息が
当たる感覚」くらいでしか感触を得ることができ
ないのだと実感したのです。そして私の言動を決
定づけるものは「未来という妄想や過去によるも
の」でしかないと感じました。それは過去に由来
する今であり、そんな今が未来へ続くことへの執
着です。つまり「『今』という過去の未来への持続」
に対する執着といえるでしょう。幻想という名の
未来を夢見て、過去に囚われ、決まりごとに囚われ、
決まりごとを生み出し、そんな「自分自身」に一
番囚われている。自分で選択して行動しているつ
もりが、私は「私という業」の操り人形です。そ
こには他者はいません。私だけの世界です。「いつ

瞑想合宿レポート
調査：島崇

いつまでにやる」「彼女と私は永遠だ」「彼女と側
にいたい」「言うことを聞いてくれない」「明日は
来る」「こう来たらこう言おう」「この今を、「私を」
残したい」「親から褒められたことがなかった」「だ
からいつまでたっても自信が持てない」、「私は苦
労した、あの子には不自由させたくない」「あなた
のため」、「ダンスとはこれこれだ」「私はダンスが
上手くない」「あの人は羨ましい」「あの人、失敗
すればいいのに」「決まりだからやめておこう」「い
い人だねと言われた」「褒められた」「だからいい
人でいなきゃ」……これらの思考は「無常」とい
うことに無自覚です。すなわち、「今の私」に不誠
実であるといえないでしょうか。それは他者に対
しても同様です。
　そして、これらはさらなる嫌悪や渇望を生み出
します。それは自分自身や他者への嫌悪であり、
渇望です。自分や他者を嫌悪し、他者や昔の感覚
を渇望する、親が子へ渇望し嫌悪し、子は親を嫌
悪し、その子がまた親となり渇望し、他者や本人
へ向けられ……このように渇望と嫌悪のサイクル
は止められません。渇望や嫌悪は膿となって知ら
ず知らずのうちに私たちの中に堆積していきます。
みな「今を見る」という至極単純なことができず、
私たちは「私の世界」に縛られ、囚われているの
です。
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島崇は、およそ２週間にわたる瞑想プログラムに参加しました。今回のレポートでは、携帯電話の使用は
おろか、他の参加者と私語すらも交わさずに、一心不乱に瞑想に打ち込むこのプログラムを通じて得た感
覚をレポートします。
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　どうでもいい話を、なんだかすごい話にするの
は難しい。「なんだかすごい」というのはいろん
な意味に取れるが、ここでは「可能性」の意味合
い。フィリピンで生活しはじめて３ヶ月が過ぎた。
場のつくりかたとその寛容度、個の自立とそのゆ
えんでもある強い政治不信、にもかかわらず強い
集団性。カトリック信者が８割以上を占め、中絶、
離婚はもとより、３年前まで避妊も認められてい
なかったこの国。と同時に「あの国」として日本
を見つめ直すいい機会ともなっている。それは同
時代的な横軸だけでなく歴史的垂直軸を含めて。
日本と対置することでいくつも見出せる観点から、
できるだけ下らなく、でもこれからのアジアを見
つめる上で重要だと思えることを書く。そもそも
この国にはどうでもいいことが多過ぎるのだ。誰
もその価値を認めようとはしない、わたしたちも
彼ら自身も。
　クバオという街がある。かつてはフィリピン屈
指のビジネス街だったらしいが、いまは空き店舗
が多く見受けられる。とはいえバスや電車といっ
た公共交通機関のターミナルともなっていて、行
き交う人はいまも多い。東京ディズニーランドの
アトラクション「スペースワールド」のような街
並み。まさにあんな宇宙都市を夢見た時代にこの
街はつくられたのだろう。ひっそりと映画館があ
る。「ピンク映画」という言葉が適切なのかわから
ない。SEX をただ見せたほうがマシと思えるほど
内容はなく、芸術性は欠片もない。平日の昼下り

からそこに集う男たち。２階席まである古い映画
館。1000 人はゆうに収容できる。シンプルな木製
座席は腰掛けると軋むどころか右へ左へ傾くシー
ソー。館内は蒸し暑く、男たちの大半は半裸。そ
して一様にタバコを吸う。大映しに露わになる女
の裸体を前に、暗がりを舞うホタルのように館内
を回遊し続ける男たちのタバコの火炎は動き、喘
ぎ声と扇風機の音とが混ざり合う。
　上映は２部構成。入れ替えはなく、朝から夜ま
で居られる。それはたまたま最後半で、まもなく
で休憩時間を迎える。男たちは眩しそうに顔をし
かめながらロビーへと出てくる。誰も口をきかな
い。淡々と、質素な売店で飲み物を買うなり、汗
を拭うなり、トイレで用を足す。珍しいようで、
じろじろと執拗な視線を浴びせられる。ただ見つ
められる。それでも変わらず誰も口を開かない。
視線を交わらせれば、とたんにかわされる。
　休憩を機に２階席へ上がる。さらに蒸し暑い。
同じく半裸の男たちはみなタバコを吸っている。
１階ほどは広くないここの密度は高い。暑さと、
空気の悪さもあるのかもしれない。手探りで中ほ
どの席に座る。映画はすでに始まっている。まも
なく男が隣に座る。これだけ空いているのに、わ
ざわざ隣を。そして肘を密着させてくる。圧が徐々
に、かかってくる。男はわたしの股間へ手を伸ばす。
開かれていくチャック。と同時に場に居合わせた
男たちは暗がりを右後方へと集まる。決して急ぐ
ことなく、しかし速やかに。背後を無数の火炎が

「独裁者の不在」を知らない、わたしたちへ

調査：武田力

動く。まるでチャックを開かせることによって生
まれた空間を彼らが仕上げるように。
　１階へと下る。館内を回遊し続ける男たちはい
ずれも相手を探していた。タバコの火は所在を示
すサインだった。並び合いしばらくの時間を共有
したふたつの影は、いずれひとつになる。重なり
合っているわけではない。ひとつが股間に沈めば、
互い違いにもうひとつもいずれ沈んだ。顔も見え
ない暗がりで淡々と相手を見つけ、淡々と行為に
及ぶ。それを邪魔する者はいなかった。それどこ
ろか映画館という公的空間は相互扶助によって、
無数の私的空間として場を改めていく。そして、
誰ひとり興味を示していないかにみえたその映画
を、男たちは的確に把握していた。私的につくり
あげられた空間の盛り上がりはその映画の盛り上
がりと同化していた。さらに再び休憩という名の
現実の光を浴びるまでに、どれほどの時間が「わ
たしたち」に残されているかを彼らは知っていた。
存在意義もないと思えた映画はきちんと空間全体
を包み、決して強要することなく、惹きつけも焚
きつけもせず、統括しつつも共存するように存在
していた。そのとき、ここに足を踏み入れた時点

とは異なる不思議な空間性をわたしは覚えた。
　どうですか？　下衆の極みな男たちのくだらな
い話だと思いますか？　でもこの男たちに限らず、
高い空間認識能力をフィリピンの人たちは普通に
持ち合わせている。それはこの国の足である「ジ
プニー」というアメリカ軍から払い下げられた小
型バス内でも、土地土地の祭りに行っても感じら
れる。彼らに公か私かの概念は薄い。ないと断言
してもいいのかもしれない。しかし彼らは公私の
認識、さらにいえばその固定観念以前に、彼ら自
身で瞬間瞬間になにがこの場に必要なのか、なに
に価値を置くべきか判断を下している。一点に意
識を集中させず、広く浅く、ときに深く空間の重
要度を移して回る関係性。それはこの地で生きる
に不可欠な能力のひとつなのだろう。そして、こ
れは彼らが歩んできたスペイン、アメリカ、そし
て日本からの統治、その後の独裁政治の歴史とも
不可分だ。ここで生活するにデフォルトとされた
この能力は立派な、民俗芸能としての素地だとわ
たしは思う。さて、ここから彼らとわたしたちは
なにを志向できるのでしょう？　そのことをずっ
と考えている。
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武田力は、2016 年 1 月～ 6 月にかけて、フィリピンの国際演劇祭「カルナバル・フェスティバル」で発
表する作品を創作するために、現地でレジデンスを行いました。今回のレポートでは、民俗芸能の根源と
も連なる人と人との関係から、フィリピンでの生活の一端を記しています。
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実験
報告会

実 験 報 告 会 の 概 要

日程：2016 年 3 月 18 日
場所：ST スポット

実験参加者：
手塚夏子
羽太結子
清水穂奈美
髙橋誠司／タカハシ ' タカカーン ' セイジ

　民俗芸能調査クラブでは、それぞれの部員
が調査で得た感覚をもとに、実験という形を
使って報告会を開催しています。この報告会
では、通常のプレゼンテーションや、研究発
表にとどまることなく、身体を用いた実験を
参加者とともに行うことで、民俗芸能から得
たそれぞれの問いを「体験」として共有する
ことを狙いとしています。今年度は右記のよ
うな形で発表会を開催し、それぞれの問いを
参加者とともに深めました。
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「あそび」をかんがえる　羽太結子

【コンセプト】
　民俗芸能調査クラブの合宿として行った「白糸の滝の
寒みそぎ」（P11）では、男たちが「寒みそぎ」をして
いる間に年男が川の水で磨いだ米を薪で炊き、その結果
で今年の吉凶を占っていた。占い結果を聞かずに帰って
きてしまったが、炊きあがった米の形状からどんなメッ
セージを受け取るのか、また、その結果が集落にとって
どのような意味を持つのかに興味があった。
　そこで、祭りにおける「占い」や「模倣」と、それを
包括している「遊び」についての実験を考える。フラン
スの思想家、ロジェ＝カイヨワ氏が定義している以下の
4 種類を「遊び」と定義し、占いをすることにした。

【遊びの定義】
・アゴン（競争）・・・スポーツ　格闘技
・アレア（偶然）・・・占い・じゃんけん
・ミミクリ（模倣）・・・演劇　ごっこ遊び
・イリンクス（めまい）・・・メリーゴーラウンド

【実験方法】
使用する物：新聞紙　豆　鍋敷き　木の箱、ビニール袋
など
１. 参加者に占いたい内容を聞く
２. そこにある物を使って占い方法を考える（ただし、
その場にいる全員でできるもの）

< １回目 >
羽太の今年の仕事運を新聞紙と豆を使って占う
占い師：５人グループ
使用したもの：新聞紙　豆
< 占い方法 >　
・2 人が新聞紙を広げ、1 人が豆を新聞紙にぶつける
・そのうち、外でみていた外野からかけ声「おいせ」と
手拍子が投げかけられる
・手で投げていた豆を口に含んで、かけ声と同じタイミ
ングで新聞紙に向かって飛ばす
・新聞紙を見て、飛んで来た豆の痕跡をたどり、占い結
果を告げる

< ２回目 >
参加者の転居先を占う
占い師：５人グループ
使用したもの：木箱　鍋敷き
< 占い方法 >　
・木箱に参加者の持っている大切なもの（自転車用ライ
ト）を入れる
・木箱の上に鍋敷きをぶら下げ、鍋敷きについているひ
らひらした紐を息で吹く
・木箱をぐるぐる回す
・木箱を止めたところで箱を開けて、ライトの向いてい
る方向を方位磁石で調べる

< ３回目 >
参加者の方の今後の運勢（主に恋愛運）を占う
占い師：５人グループ
使用したもの：フリスビー　マトリョーシカ
< 占い方法 >
・マトリョーシカの間にフリスビーを挟む
・フリスビーをみんなで同時に弾いて、マトリョーシカ
が転がる位置を見て運勢を判断する

< ４回目 >
昨年度で ST スポットを退職した佐藤さんの仕事運を占
う
占い師：全員
使用したもの：マトリョーシカ　豆
< 占い方法 >
・輪になって座り、マトリョーシカに向かって豆を同時
に入れる
・佐藤さんに豆入りのマトリョーシカを振ってもらう
・それを転がす
・みんなで転がったマトリョーシカと同じポーズになる
・佐藤さん、他２名の方に、その形から占い結果を読み
取ってもらう
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【考察】
・熱量の伝播最初はあまり盛り上がらないと思っていた
が、思いのほか盛り上がったことに驚いた。占いをする
側のグループは、占い方法を考える途中で、それぞれの
役割が自然にできあがっていく。占い方法を考えること
が一種遊びに興じる感覚に近いのではないか。その遊び
で生じる熱量が、周りの人にも伝播して次の遊びが生じ
ていき、人から人へ楽しさみたいなものが伝播していっ
たように感じた。

・神秘性
自分が意外と神秘性を重視することに気づいた。「新聞
紙についた豆の痕」というまったく科学的な根拠がない
ものから導かれた結果を、「そうかもしれない」と信じ
てしまうことも不思議だが、私自身に限って言えば、神
社で引くおみくじの結果に一喜一憂してしまうのと同
等の切実さがあったことは事実だ。

・「儀式」大好き
日本には、お宮参りから葬式まで、儀式がやたらと多い。
それらの儀式を通じて何らかの神秘性を共有したいと
いう気持ちが強いのではないか。神秘性は、日本人にと
って身近で重要なものとして存在しているのではない
かと思う。今後は、儀式についても考えていきたい。

考えたこと実験をしている最中、身体を介して伝播して
いったものが確実にあった。国語辞典によると、「伝播」
には「波動が広がっていく」という意味があるが、身体
はそういうものを通しやすい媒体である。言い換えれば、
身体は他者との共感性を持っている。この「身体の共感
性」が重要に思える。現代のように、人が「個」として
存在している環境では、身体の持つ共感性を実感として
得ることは難しい。みんな一様に「共感」を切実に求め
ているにも関わらず、社会の構造はますます共感性を奪
う仕組みになってきている。この矛盾はかなり大きい。
今後は、占いを含めた「遊び」を再考してみたい。「遊び」
という一見すると無駄なもの、意味のないものが、本当
に「無駄」として消去されてしまっていいのだろうか。「遊
び」を通じて身体の共感性を実感として得ることができ
るならば、遊びの持つ可能性は無限に広がっていくと思
う。
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なにかの到来を待つ　清水穂奈美

　春日若宮おん祭「遷幸の儀」（P7）でおもしろかった
のが「気配に対する感覚」だった。
　それは、いったいどんな感覚だろう？　また、どのよ
うに生まれたのだろう？
　
　遷幸の儀での体験を振り返ると、次の要素が重要に思
える。
　・視覚に頼らない
　・能動的な行動をしない
　・身を置く環境に変化が起こる

　これをもとに、まず、部員に協力してもらい以下の 2
つの実験を試した。

　　①目隠し案内
　　ペアになり、一人が目をつむる。もう一人が目をつ
　　むった相手の手をとって、ST スポット前のフロア
　　を一緒に歩く。この間、会話はしない。案内役には、
　　手から伝わる相手の状態や意思と、丁寧にやりとり
　　しながら歩いてもらう。
　　②目隠し案内⇒待つ
　　①の方法で、目をつむった人を ST ビルの外へ案内
　　する。近くの広場で手を離し、目を閉じたまま声が
　　かかるまで１人で待ってもらう。案内役は少し離れ
　　た場所でその様子を見守り、10 分ほど待ってから
　　声をかける。

　①では、目をつむって歩くことが、周囲の情報を “ 積
極的に取りにいく ” 状態に繋がった。しかし、それは遷
幸の儀で体験した、周囲の様子が全身の “ 感覚に入って
くる ” ような状態とは違うようだ。遷幸の儀で体験した
感覚にとって、「待つ」という状態が重要なのではないか。
　②では、目をつむったまま野外へ案内したことや、待
つ場所が車道から近かったことで、恐怖感が先に立ち、
過度な緊張を生み出してしまった。周囲の環境に怯える
のではなく、「待つ」あるいは、「周囲の様子が全身の感
覚に “ 入ってくる ”」ためには、目を閉じた状態でも、
もう少し落ち着いていられる場所が必要だろう。

　こうした過程を経て、実験発表会では「なにかの到来
を待つ」実験を行った。
　まず、参加してくれる人たちに、次のことを伝える。
　・ 待ち合わせをしてください
　・ やってくるのはカミサマのような何かです
　・ それがいつやってくるかはわかりません
　・ 姿を見るといけないので、それがやってくるまで
　　 目をつむって待っていてください
　・ 待ち合わせの目印として白い紙（こちらで事前に  
　　 用意）を手に持っていてください

　６人に目印の白い紙を渡し、劇場から歩いて 10 分ほ
どの公園へ。目が届く範囲で、思い思いに待ってもらっ
た。夕方の公園には、犬の散歩や帰宅途中の人など、ほ
どよい人通りがある。大声で演劇の稽古をしている学生
グループもいる。風があったので木のざわめく音もする。
参加した６人は、ベンチに座ったり、木にもたれたり、
花壇に腰掛けたり、グラウンドに突っ立ったりしながら、
目をつむって「待って」いる。
　６人の待ち人対して６人の見守り役をつけた。見守り
役には次のことお願いする。
　・ 見守る人を他と重ならないように１人決める
　・ 待ち始めて 10 分を過ぎたら、各々のタイミングで
　　 待ち人を迎えに行く
　・ 迎えに行くときは、待ち人に丁寧に近づき、手に
　　 持った白い紙を引き抜く

　待ち始めてから 10 分経つ頃、見守り役が迎えに行く
前に、一人の待ち人が目を開けて歩き出した。ちょうど
少し前に彼女の前を偶然通り過ぎた女性を、待ち合わせ
の相手が来たと受け取ったそうだ。また、実験終了後に
は、待ち人だった男性から「待っている間チリンチリン
という鈴の音が聞こえて、実験の仕込みだと思った」と
言われた。実際は仕込みではなく、比較的近くにいた私
には聞こえなかった。どちらも思わぬ反応だった。
　実験というフォーマットがあるゆえの反応だけれど、
普段なら気に留めない通行人や、たまたま聞こえてきた
音に、意味を読み取ろうとしたり、その意味が読み換え
られたりしたことがおもしろかった。
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　10 分経過したところで、すべての待ち人を迎えに行
ってもらった。白い紙を引き抜くとき、思った以上に強
く握っている人が多かったのは不思議だった。待ち人本
人も軽く持っていたつもりがいつの間にか強く握って
いたり、引き抜かれる瞬間に思わず反発したりしたらし
い。
　見守り役の人が待っている人に丁寧に近づいて白い
紙を引き抜く様子は、２人の間に強い関係のようなもの
が見えて美しかった。

　「待つ」ときの感覚はどうだっただろう。
待っている間と、迎えが近づいて来たときに得る感覚の
差は、わりと明確にあったようだ。参加者の感想を聞い
ていると、白い紙が引き抜かれるときの感覚をビビッド
に感じた人が多い印象だった。見守り役が近づく気配に
気づかず、急に白い紙を引っ張られたように感じた女性
の話からは、手の先に何かが急に現れた、ズドンと来た
ような感覚を想像できた。
　「能動性をできる限り廃して待つ」ことはなかなか難
しい。それには、待つ時間が短いこと、実験ゆえに状況
や終わりを予想してしまうことも影響しているだろう。
また、遷幸の儀のときのように“暗いからよく見えない”
のではなく “ あえて目をつむる ” ことによって、待つと
きの感覚に違いがあったとも思う。
 
　実験を通して、これが私自身の危機感に基づいている
ことに気づかされた。
　ここ数年で徐々に、常に何事かに急いていたり、身体
に落としこめないまま情報を摂取し続けたりする生活
に陥っていた。身体をポーンと放り出しておくことがで
きない。そうやって殺してきた身体に息を吹き込む最初
の一歩が、ただ「待つ」ことだったのだと思う。
　環境と身体性は密接に関係しあっている。何を情報や
意味として受け取るのか、どんな知覚の仕方をしてどん
な反応が起きるのか。身体のあり方の違いは、見えてく
る世界の違いを生む。固定されたものではない「こころ」
は、身体のありようによってその形がつくられる。微か
なものに「こころ」が微妙に動くとき、そこには微かな
ものに反応している身体がある。「なにかの到来を待つ」
身体とは、そんな身体ではなかろうか。
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