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秋田県の掛け合い歌「掛唄」の今

梶丸 岳

Kakeuta is a kind of reciprocal singing traditionally perfonned泊Akita， Japan. The aim of也ispaper is 

ωsummarize its history and style of singing as well鎚 todescribe its recent social situation. 

This folk perfonnance is said to have originatedωpastime entertainment for the people g抽出ngfor 

an annual ritual held in the Edo period in Kanezawa Hachimangu shrine. As time passed， the ritual itself 

faded away whi1e kakeuta became more popular and systematic. 

The modem kakeuta is perfonned wi也 atixed style:也剖 is，wi由 amelody derived from a folk song 

and improvised words loosely fonned加 accordancewith mora-counting versification. In出esequence of 

kakeuta， topics may shift企omone to佃 0也er.

This art has recently declined but is still performed in two competitions held by each of its two 

preservation societies. Kanezawa Hachimangu Traditional Kakeu旬 PreservationSociety not on1y hos'包 a

competition in Kanezawa Hachimangu shrine but tries to foster a new generation of kakeuta singers for i胞

revival. On the other hand， Rokugo Kakeuta Preservation Society has made some more合凶tica抗emp臼 for

years' al也ougb也，eir凶alshave shown on1y lin此 deffect. Nev:er血eless，也efact白紙 thereare still many 

people who find kakeuta interesting wil1 keep the art alive泊 血efu旬re.

1.はじめに

決まった旋律に即興の歌詞を乗せて歌を掛け合う「掛け合い歌」は中圏西南部をはじめ世界各地

で見られる(梶丸 2013: 229 -231)。日本でも古代に「歌垣jとして恋愛や豊穣儀礼、性の解放な

どと関連づけられたかたちで知られているが(渡遺 1981)、必ずしもこうした側面と歌の掛け合い

が結びついているわけではない(内田 1984、土橋 1984、星野 2009)。

本論文で述べていく「掛唄」もこうした、掛け合いと恋愛や豊穣

儀礼が直接結びついてはいない掛け合い歌のひとつである。掛唄は

秋田県の南部に位置する横手市やそれに隣接する美郷町のあたりで

歌われている掛け合い歌だ(図1)。この芸能については民謡研究家

の宮崎隆が簡単な報告を行っており(宮崎 1990)、また掛唄大会を

主催しているふたつの保存会もそれぞれの記念誌で掛唄の来歴や

(執筆当時の)現状について記録している(加藤編 2007、安倍ほか編.

2003)。本論文はこうした記録をふまえつつ、 2009(平成21)年~

2013 (平成25)年の掛唄大会前後に行った現地調査に基づいて掛唄の
かねぎわ

現状について示すことを目的とする。とりわけ、横手市の金棒入幡

宮で行われている「金棒八幡宮伝統掛唄大会」および美郷町(旧六

郷町)の熊野神社で行われている「全県かけ唄大会jの運営や大会

の現状をある程度対比的に記述することで、掛唄の今について明ら

かにする。

。
山形

図1秋田県地図
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2. 掛唄の来歴

掛唄は従来秋田県内陸部で広く歌われていたようだが、現在でも定期的に掛唄が歌われている

場は少ない 1)。本論文で取り上げるふたつの掛唄大会「金津八幡宮伝統掛唄大会J(伝統掛唄大

会)および「全県かけ唄大会jはその数少ない場である。この地域での掛唄の起源ははっきりし

ないが、おおむね金津八幡宮の祭礼に集まった人々から自然発生的に生まれ、その後大会として

蛙備されるようになったようだ。伝統掛唄大会を主催 している金津人|幡宮伝統掛唄保存会の記念

誌によると、江戸時代に結婚前の良縁祈願として神社の宵祭の夜(旧暦8月14日)に社殿で行われ

ていた「お能もりJに参加する若い娘に同行した人々が、お箆もりが終わるのを待つあいだ酒を

飲みながら互いに歌に興じたのがはじまりという(加藤編 2007: 12) 2)。金津八幡宮は平安時代後

期に後三年の役を機に創建、出羽全体の鎮守として信仰され、江戸時代にも藩主の佐竹氏の厚い
かねぎわ

庇護があったという経緯から、金沢を越えた広い地域で信仰を集めていてお能もりにかなり広範

囲から人が集まっていたこと、そして八幡宮の社殿が山上の奥まった森のなかにあって街から離

れていることがこうした場の成立に寄与したのだろう 。このころに用いられていた節回し(旋
はちまん かねぎわ

律)は人情節や金沢節と呼ばれるものなどぱらぱらで、形式も それほど整ってはいなかったよう

だ。

これが1920(大正9)年頃になると組織化が進むようになる。1926(大正15)年に社殿の総改築が行

われ、従来拝殿だ、った建物が社務所になってそこで掛唄大会が行われるようになった。このあたり

から旋律は仙北荷方節と定められるようになったようである。その後1930(昭和 5)年に宵祭が新暦

の9月14日夜に改められ、大会の日取りもこれに合わせて新暦9月14日に固定された。優勝旗も何度

か寄贈され、 1935(昭和10)年ごろには現在のように役員が決められて運営体制が制度的に整備され

た。その後、太平洋戦争中もほぼ途切れることなく現在に至るまで「金津八幡宮伝統掛唄大会Jと

して大会が続けられ、 1992(平成4)年には秋田県指定無形民俗文化財に指定されている(加藤編

2007)。

いっぽう熊野布11杜において掛唄が歌われるようになったのは、 1953(昭和28)年に行われた拝殿お

よび幣殿の改築がきっかけである。戦後すぐの苦しい時期に境内の杉を伐採して新しい社殿が立っ

たことを記念して掛唄大会が聞かれることになった(安倍ほか編 2003: 1)。熊野神社宮司であり現

在保存会会長も務めておられるKA氏によると、この行事を開催するにあたって金津八幡宮

の保存会からさまざまな運営上の手法を教わったとい

う。熊野神社は街中にあることも幸いしてかこの最初

の掛唄大会が予想以上の大盛況となり、布11社の恒例行

事として毎年行われるようになった。こうして現在の

「全県かけ唄大会」が始まった。1953(昭和28)年の

第l回大会は11月4日、第2回大会は8月21日に行われ

たが、その後の大会は毎年神社の例祭に合わせて8月

23日の夜に行われている。

どちらの大会も昭和の頃には境内を人が迦め尽くすほ

どの人が集まり、歌い手が多いために夜を徹して朝まで

掛け合いが続くほどの熱気に包まれていたが(写兵;1)、
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~秋田県六郷-J 1971年9月20日放送より)
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時代とともに掛唄を支えてきた社会的環境が大きく変化し、現在は参加者や聴衆が減少して最盛期

よりかなり衰退している感は否めない3)。こうした状況に対してどのような対策を講じていくかが

両大会における懸案となっている。どちらもまだ決定打はないが模索は続いており、それが現在の

掛唄大会の姿を形作る重要な要素となっている。これについて具体的に見る前に、そもそも掛唄が

どういうものかを見てみよう。

3.掛唄の基本的形態

掛唄の形態は基本的に「伝統掛唄大会Jでも「全県かけ唄大会」でも同じで、仙北荷方節と

呼ばれる民謡の旋律に即興で歌詞を付けて歌を掛け合う。歌詞は 7・7・7・5の音数律(モーラ

数に基づく韻律)に当てはめる、ことになっている。実際の節回しには個人差があり、現代の

民謡大会で一般的に見られるような節回しの正確さを追求するのではなく、おのおのの「仙北

荷方節」で歌っているような状況である 4)。ただ、歌い手相互の旋律における差異は細かい節

回しが異なっているだけで、のびやかな旋律の様子は変わらない。歌は拍子感がなく非常に

ゆっくりとメリスマ的に歌われる。音節聞にかなり隙聞が空いていて字余りでも融通が利くの

で、実際の掛唄で音数律が厳密に守られることは少なく、熟練の歌い手であってもしばしば多

少の字余りが起こる。たとえば次の歌詞例1は例年優勝を争っている名手のひとりが、 2009(平

成21)年に伝統掛唄大会の決勝戦において歌った歌だが、歌詞のモーラ数は 9・8・7・7になっ

ている。

歌詞例1..2009(平成21)年伝統掛唄大会より

金沢で自慢コ 一つに言うなら 俺のカガア(かかあ)で金沢一よ

こうしたスタイルで掛け合われるトピックはさまざまである。宮崎は1989(平成元)年の「伝統掛

唄大会Jおよび「全県かけ唄大会jで歌われた歌詞を「挨拶(伝承歌詞による)Jr恋(お色気)Jr気
候Jr政治批判Jr農業問題Jr高校野球Jr事件Jr優勝旗Jrその他Jに分類している(宮崎

1990)。分類のしかたは他にもいろいろありうるだろうが、ともあれここから見られるように、掛

唄では恋愛が主題となっていたとされる日本古代の歌垣と違って、身の回りのあらゆることがト

ピックとして取り上げられる。こうした様子は私が調査を行った2009(平成21)年から2013(平成25)

年の掛唄大会でも同様であった。これは、歌詞があらかじめ決まっている伝統掛唄大会の「ジュニ

アの部」および「大学生の部J(後述)を除いて、最初に口火を切る先攻の歌い手が歌いはじめるま

で、なにがトピックとして歌われるかが分からないことを意味する。そのため、掛唄の歌い手たち

はなにが歌われでも対応できるよう、日頃からさまざまなニュースや話題について知っておかなく

てはならない。ある80ftの歌い手によると、かつては歌のトピックは男女関係や田んぽの出来など

ごく身近で限られたものだったが、今は政治や経済も歌われるので、いろんなことを知っておかな

くてはならないという。だが記録によると少なくとも戦時中の大会で戦争(武運長久)を主題とした

掛唄が見られたようであり(加藤編 2007: 44)、もともと情報として日常的に入ってくることなら

なんでも歌われていて、時代と共にマスメディアが浸透し人々の移動が盛んになるにつれてトピッ

クの多様性が広がっていったと見るべきだろう。これは掛唄が時間つぶし的な娯楽から始まったこ
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とを考えれば当然である。
なおらい

現在の大会で見られる掛l県は、大会後の直会(後述)など特別な機会での掛け合いをのぞいて比較

的短いやりとりしか行われないので(2~3回ほど掛け合いをしたところで終了)、こうした トピッ

クは掛け合いのあいだずっと持続することが多い5)。だが、ある大会関係者によると掛け合いのポ

イントは「話題を転がすJことにあるという。これはつまり、相手の出してきた歌をそのまま受け

るのではなく、その歌に応じて話題(トピック)を推移させていくことがよい掛け合いだと見なされ

ているということである。たとえば次の掛け合いは歌調こそ字余りが多いが、そうしたトピックの

推移が見られる好例である。

歌詞例2. 2012(平成24)年「伝統掛唄大会」より

1 A:ゆすり落とした 青梅だけど紫蘇と馴染んで赤くなる

2 B:梅の木に鷲止まって荷方を歌って さえずるよ
申

3 A:私起きるとき 鷲聞いたよ ホーホーホケキョと 歌えと言ったよ

4 B:今の鷲 掛唄好きで ホーホーホケキョが荷方節

5 A:荷方覚えて本当によかった こうしてみなさんと 歌えます

6 B:まだまだこれから あなたの喉は ホケキョ鷲より 聞きやすい

この事例では、まずAがlで出した梅干しをテーマとする歌に対して、 Bが2で「梅」をつなぎ

としつつ トピックを鷲へとずらしている。それに対して3と4は鷲の鳴き声が掛唄になっていると

歌い、5でAはトピックを今度は「自分の荷方節(=掛唄)Jへとずらす。最後に6でBはそれまで

のやりとりを総括するように iAの歌が鷲の声よりよい」という意味の返答をしている。こうした

やりとりの自在さが掛|県の魅力のひとつとなっている。

さらに掛け合いの内容について注目すべきはその虚構性である。歌詞例3のように、掛唄ではし

ばしば 「妾Jが出てきたりする。

歌詞例3. 2009 (平成21)年 「伝統掛唄大会Jより

七十越してから 妾が出来た これも私の人生よ

だがもちろん(少なくとも調査をした限りでは)妾を持っている人はいない。あくまでこうした歌

詞は冗談で、話のネタとして出されているに過ぎない。歌い手同士はたいてい数十年来の掛唄仲間

で互いの家庭環境を知っているため、こうしたことを歌っても真に受けとられることはない。他に

も男女の聞で掛け合いが歌われる場合はしばしば疑似恋愛的な掛け合いが歌われる。次の事例はA

が男性、 Bが女性である。

歌詞例4.2011 (平成23)年「伝統掛唄大会Jより

1 A:金も欲しいよ 名誉も欲しいよ ましてあなたが まだ欲しいよ

2 B:美しい声に ほろっと参る 馬鹿な私だ また参っちゃった

3 A:声はこの通り 気持ちもきれい 俺にだまって ついて来い

4 B:日本の男性 ぐいぐい引っ張って 代表される あなたです
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こうした掛け合いが見られるのはひとえに、掛唄が「遊びJだと認識されているからであろう。

掛唄の歌詞が必ずしもこうした明らかな虚構であるわけではなしむしろその内容の大半は日常生

活と地続きなのだが、それでもこうした遊びに基づくある種の虚構性(ベイトソン 1990)が当然の

ものとして許容されていることは、掛唄のやりとりを規定する重要な特徴である。

4.掛唄大会の今

こうした掛唄は、どのようにして今の時代に存続しているのだろうか。掛唄の歌い手たちの多く

は大会が聞かれている横手市金沢地区や美郷町の熊野神社近くに住んでいるが、なかには大会会場

まで車で小一時間かかる、かなり遠方から来ている人もいる。またインタピューによると、近所で

あってもほとんどの歌い手は日常的に会うことがない。歌い手たちの関係はどちらかというとあっ

きりした関係にあり、年に一度か二度大会で顔を合わせ、世間話をして歌い合う以外さほど交流が

ないのだ。掛唄を維持するにあたってそのぶん重要な役割を果たしているのが掛唄大会の場である。

掛唄大会の場を支え、毎年歌い手たちが集まって掛け合いをする機会を設けているのが保存会であ

る。そこで本節では、第2節で述べたように互いに深い関係にありつつも、独自の路線を行くふた

つの大会の保存会の活動とそれぞれの大会の様子を見ていくことで、掛唄の今について明らかにし

ていくことにする。

4. 1金津八幡宮伝統掛唄保存会

横手市の金沢地区にある金津八幡宮の「伝統掛唄大会」を主催しているのは金津八幡宮伝統掛唄

保存会である。現在の保存会は役員が20名弱、会員自体は約40名で、保存会の年会費はない。会員

には大会の歌い手も参加しているが、多くは大会の裏方として参加している人々である。役員のほ

とんどは金沢地区の人で、公民館館長や近くにある歴史資料館館長など、地域の顔役にあたる人も

加わっている。メンバーは定年退職者がほとんどとなっているが、最近は30代の若手も参加してい

る。役職は事務局長、副会長、会長が置かれている。ながらく会長職にあって指導力を発揮してい

たKY氏が高齢のため2013(平成25)年に顧問に退き、現在世代交代が図られているところだ0 ・

この保存会のおもな仕事はもちろん掛唄大会を開催することだが、それだけではなく、近年は歌

い手の減少に歯止めをかけるべく後進の育成も行っている。 2∞3(平成15)年から2012(平成24)年ま

で、 KY氏および熟練の歌い手の協力により、地元の中学校で総合的学習の時間を利用して掛唄ク

ラスを開いていたのだ。金沢地区には高校がないが、中学校を卒業しでも大半の生徒は地元から少.

し離れたいくつかの高校に通っているため、掛唄クラスに出ていた多くの生徒は中学校を卒業しで

も高校までは中学生だったときと同様に掛唄大会に参加している。そして大会では彼ら生徒のため

に従来の「一般の部Jに加えて「ジュニアの部(ジュニア部門)Jが設けられている。ジュニアの部

では掛唄のハードルを下げるため、基本的に生徒たちは事前に自分たちで考えてきた歌詞を掛け

合っている。そうして歌が上達すればのちのち即興で歌詞を作る一般の部に参加しやすくなるだろ

うという配慮である。実際、明らかに学年が進むにつれて歌詞も節回しも上達する。ただ、こうし

て育った生徒たちも高校を卒業すると進学などのために地元を離れることが多く、高校を卒業して

から一般の部に参加しているのは現在1--2人しかいない。また、それまで掛唄クラスを聞いてい

た中学校が統廃合により2012(平成24)年度でなくなってしまったため、 2013(平成25)年には地
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区の公民館を使った掛唄教室に場を移して中学生に掛唄を教えて後進の育成に当たることになって

いる。

2010 (平成22)年に行なった保存会へのインタビューによると、掛唄大会の運営費は金湾人幡宮祭

典協賛会から出ているという。この協賛会の資金は横手市と美郷町にまたがる金沢の各地区からそ F

れぞれ集められ、金湾人幡宮の9月14日から15日にかけて行われる祭りの各イベント(掛唄大会、相

撲大会、民謡ステージ、ささら舞6)など)に割り振られる。以前は金沢八幡宮の前を通る通りに多

くの商庖があってそこから協賛金を多く集めることができたが、年々商庖が減ってそうした企業か

らの協賛金を集めるのが難しくなっているようだ。掛唄大会に関する費用については、会場代は神

社の社務所を無償で提供されており、舞台についても保存会の会員がおもな設営を行っているため、

協賛会からの資金は主に副賞などに用いられている.という。

こうした運営体制に掛唄大会は支えられている。大会では14日の当日日中に役員たちの手で会場

設営が行われ、，夜の大会に備える。大会そのものは夜の21時半ごろから行われるが、そのまえに20時

ごろから本殿で行われる宵祭で熟練の歌い手たちによる掛唄が奉納される。この掛唄は掛け合いで

はなく、次の歌詞例5のように祭神への感謝や掛唄大会を言祝ぐものが独立して歌われる。歌詞は

決まり文句もあればその場の即興で出るものもある。

歌詞例5.2009 (平成21)年の奉納掛唄より

神の願いの叶うたときの感謝こめての荷方節

掛唄は直接神社の儀礼の一部になっているわけではないが、その成り立ちから神社と深い関わり

があることは確かである。開催場所も神社の境内のなかだ。この奉納掛唄はそうした神社と掛唄の

つながりを象徴するものだと言えるだろう。

さて、無事に神事と掛唄奉納が終わるとおおむね21時ごろ(具体的な時間は年によって変動があ

る)からジュニアの部が聞かれる。おおむね低学年から高学年へ、あらかじめ決められた組で、そ

れまで練り上げてきた歌詞を時にメモを見ながら歌っていく。観客席では保護者や友人などが並ん

でそれを見守っている。中学1年生や2年生ではまだ仙北荷方節がなじんでいないが、学年が上

がって行くにつれ節回しがしっかりしてくる。高校2年生や3年生にもなると歌調のメモを見るこ

ともなく、正しい節回しで掛け合いを行えるようになる。歌詞もしっかり「掛け合い」になってい

るものが多い。

続いて聞かれるのは「大学生の部Jである。これは2∞9(平成21)年からこの大会に参加している

，N大学の音楽教育を専門とするIY教授のゼミ生のために設けられた部だ。 IY教授の指導の下、

ジュニアの部と同じようにあらかじめ決められた組で、それまで練習してきた歌調をつけた掛け合

いを披露する。以上ふたつの部は即興の掛け合いではなく一般の部に参加する前段階として位置づ

けられているため、順位はつけられず全員に参加賞が配られる。そのあと会長が講評を述べる。こ

の時点で時刻はおおむね23時を回っており、かなり遅いので生徒の付き添いで来ていた家族や友人

の多くが帰り、いよいよ「一般の部Jが始まる。

一般の部は1回戦から 5回総まで(まれに4回戦まで)行われる。組み合わせは保存会が組織した

審査員らによって決められており、事前に歌い手たちに知らされることはない。歌い手たちは審査
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員による評価を知らされないうえにいっ呼ばれるかわからないため、やや緊張しながら出番を待つ、

ことになる。対戦はトーナメント形式ではなく、歌い手の力量や組み合わせの多様性(つまり同じ

組み合わせが何度も出ないようにすること)に配慮しながら決められる。時間的に総当たり戦にす

るのは不可能であるが、おおむね1回戦から 2回戦に進むときには人数がほとんど絞られず、 3回

戦から歌い手が絞られていく。審査員たちは具体的な評価点をつけるわけではないが、歌詞のメモ

を取りながら、声の良さ、節回しのよさ、歌詞がうまく掛け合えているか(面白いか)といった基準

に従って歌を評価し、歌い手の優劣をつけていく。

例年一般の部には地元から 1......，2人程度の新人が参加している。たいていの場合は常連の歌い手

の民謡仲間で、誰かに誘われて参加してくることが多い。おそらくかなり以前から掛唄に参加する

新人はそうした知人や家族の勧誘がきっかけで参加していたのであろう。民謡としての仙北荷方節

は歌えても、即興で歌詞を考えるのはかなり難しいので、ほとんどの場合は l回出たきりになるが、

なかには失敗にめげずに続けて参加し、大会常連となっていく歌い手もいる。

さらに近年の大会を特徴付けるのがIYゼミから一般の部への参加である。 IY教授自身も初参

加の2009(平成21)年から毎年一般の部に出続けており、ゼミ生の参加も2010(平成22)年から年々増

えていて、伝統掛唄大会において欠かせない存在となりつつある。このゼミの参加は歌い手や保存

会の人々からおおむね好意的に受け止められており、歌い手の平均年齢の若返りと歌い手大幅増を

もたらして大会を盛り上げている。たとえば2010(平成22)年の大会では地元からの参加が13名

でIYゼミはIY教授含め3名だったが、 2012(平成24)年では地元11名に対しIYゼミからの参加

は8名におよぶ。もっともゼミ生の大半は学部生でせいぜい掛唄2年程度の経験しかないためほと

んどは2回戦で敗退し、 3回戦に残ることは極めてまれである7)。

かくして3回戦になると、毎年おおむね同じ顔ぶれがそろってくることになる。そこでさらに歌

を競い、よい「掛けJを披露した歌い手が決勝戦(たいていは5回戦)へと進むことになるo 決勝戦

は会場からテーマを募り、その場でテーマを審査員側が決めて歌い手に掛け合ってもらう。ここま

でくると皆熟練なので熱い掛け合いが繰り広げられることになる。掛け合いの回数も決勝戦までは

歌詞例4のようにほぼ2回掛け合ったところで司会が笛を吹いて掛け合いを止めるが、決勝戦では

さらに 1回、計3回掛唄が歌われる 8)。最後の審査は本殿に座を移して審査員のあいだで議論を交

わし、賞状を書いて表彰式を迎える。決勝戦の終了から表彰式までは数十分も聞が空くため、その

あいだ社務所ではのど自慢(たいていは掛唄の歌い手)による民謡の披露などがなごやかに行われる。

少なくとも2009(平成21)年"""'2012(平成24)年の大会ではこの時に掛唄が行われたことはなく、この

時間は大会の「余興J的な位置づけにあるようだ。そして空がうっすらと明るくなる早朝5時前ご

ろ、表彰式が行われる。初参加者全員に新人賞が贈られ、それから順に奨励賞、優良賞、優秀賞、

そして最後に優勝が発表される。各賞受賞者には記念品が贈呈され、優勝者には大会に協賛した多

数の企業からトロフイーも贈られる。

最後に早朝を迎えた社務所で会場の片付けと並行して行われるのが大会の打ち上げである「直会J
だ。ここでは用意されたご飯と味晴汁、漬け物とピールが振る舞われる。徹夜で掛け合いをした疲

労と、この日も祭り自体は続いているため(むしろ掛唄大会に来る人以外にとっては15日が祭りの

本番である)、羽田を外して飲むということはない。ここでも何らかのきっかけで掛唄が行われる

ことがままある。直会では掛け合い終了の笛を吹く人もいないため、大会より長い掛け合いが見ら
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れるのが特徴的である。ここで、大会として組織化される以前の、枠にはまらない掛け合いを見る

ことができるのだ。こうしてひとしきり大会の余韻を楽しんだあと、参加者や関係者はみな三々

五々 山を下りて帰宅し、大会が終わる。

4. 2 美郷町六郷かけ唄保存会

旧六郷町の中心地にある熊野村l社で行われる 「全県かけ唄大会Jを主催している美郷町六郷かけ

唄保存会の運営体制を見てみると、役職が会長と庶務(会計などをする事務)が中心となりあとは理

事や役員有志で運営を行うというところは基本的に八幡宮の保存会と同じである。ただし大会に向

けた準備は八幡宮の保存会より少し大がかりであり、また神社との結びつきがより強固に見られる。

このことは保存会の会長が熊野神社の宮司である ところから見てとれる。大会に向けて7月はじ

めに運営委員会を聞いて段取りを決めた後、総会を聞いてかけ唄大会に向けて動き出す。7月中は

協賛のお願いや大会案内のハガキを送付する。8月にはポスターを掲示する依頼をしに行く 。枚数

や依頼範囲には年によって変動があり、 2013(平成25)年はポスターを150枚ほど作成し、車を 4台

出して熊野村l社に比較的近いところを中心に依頼して回ったが、かつては遠く田沢湖まで大会の宣

伝をしに行ったという。大会前の2週間ほどはさらに慌ただしく、 トロ フィーを注文したり賞状を

準備したりと準備を進めて当日を迎える。

この大会運営資金はおもに商庖や企業からの協賛、保存会の会費(熊野神社の氏子は全員会員と

なっている)、 そして美郷町からの補助金で成り立っている。これらを集めて管理するのも保存会

の重要な仕事であるo 熊野神社は街中にあって金沢よりも協賛金を集めやすいという利点もあるが、

大会庶務のKK氏によると大会開催のために毎回百万円程度かかるため、資金的余裕はないという。

掛唄の伝承という面でこちらのかけ唄大会を特徴づけているのが「仙北荷方節大会」である。こ

れは 「伝統掛唄大会」 と同じく歌い手の減少に悩まされていた六郷かけ唄保存会が、掛唄の旋律の

元となっている仙北荷方節を歌える人を集めればそこから掛唄に参加する人が増えるのではないか

という理由で1993(平成5)年から始めた民謡大会である。仙北荷方節自体は決まった旋律と固定し

た歌詞があり、それを三味線伴奏で歌う民謡で、歌詞をその場で作らなくてもいいぶん民謡愛好家

にと って掛唄よりも敷居が低い。こちらは例年数十人の参加者があって目論見どおり盛況となって

いるが、残念ながらそこから掛唄に挑戦する人は実際には少ないようだ。仙北荷方節大会を開くこ

とになってから 7-8年ほどは全県かけ唄大会と同日開催で、 19時半頃からまず仙北荷方節大会を

やり、そのあと23時頃から翌朝5時ごろまで全県かけ唄大会を行うという日程だ、った。だがそれで

は審査員や運営の負担が大きすぎたため、その後徹夜はやめて仙北荷方節大会を全県かけ唄大会の

前日である22日に開催し、 全県かけ唄大会の開始時間をそのぶん早めるようになった。しかし実質

的に仙北荷方節大会と全県かけ唄大会が別物になっていることは変わらなかったため、 2013(平成

25)年には保存会の組織も大会日程も全県かけ唄大会とはまったく別に聞かれることとなった。そ

のかわり、 2013(平成25)年の全県かけ唄大会は前日に手品ショーとジャズ演奏を行うことになり 9)、

そこで掛唄の紹介も行っていた。これが功を奏したのか、 2013(平成25)年の全県かけ唄大会は(大

会関係者によると例年よりも)蝶況であった。このように当初の目論見とは異なり両大会は分離し

たのだが、 仙北荷方節大会が掛l唄にま ったく 貢献していないわけでもない。2013(平成25)年の掛唄

大会に参加した新人のなかには、仙北荷方節大会に過去出場経験があってそこから掛唄にも興味を
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下

持って参加したという人もおり、ある程度はその本来の意義が果たされていた。

きて、こうした過程を経て開催される全県かけ唄大会の当日の流れを見てみよう。調査を行った

のは2013(平成25)年の大会のみである。年によって多少変動があることは伝統掛唄大会を見ても想

像できるところであり、上述の大会の変遷を見ても年ごとに異なっていることは分かるが、それで

も大会そのものの流れはここ数年大きな変化はないようだ。まず大会に先立つて19時半から本殿で

神事が行われ、金津八幡宮と同じく掛唄が奉納される。そのあと20時過ぎから「声ならし」として

大会参加者たちがそれぞれマイクの前で掛唄を披露する。これは掛け合いではなく、あくまで大会

l回戦の組み合わせを決める時間を待つ聞の余興である。こちらの大会にはジ、ユニアの部や大学生

の部はなく、いきなり 1回戦から始まる。その後の進行はほとんど金湾人幡宮の大会と同じで、 5

回戦まで行われる。伝統掛唄大会との大きな違いとして、歌い手たちが観客から見えない楽屋に集

められること、回戦が進む前にあらかじめ組み合わせと出場順が伝えられることが挙げられる。歌

い手が観客から見えないことによって、出番を待つ歌い手たちは大会中観客や(歌声は聞こえるも

のの)舞台から切り離されてずっと狭い部屋にいることになる。これにより、他の歌い手が掛け合

いをしている最中も雑談をすることが可能になっており、歌い手のより親密な場ができやすくなっ

ている。またあらかじめ組み合わせが知らされるため、出番までの心の準備ができて心理的負担が

少ない。

こうして最後に新人賞、優良賞、優秀賞、優勝がそれぞれ表彰されていき、そのあと直会が聞か

れる。こうした直会までの流れは伝統掛唄大会と同じだが、先述のようにこちらは徹夜ではなし

2013(平成25)年は大会終了が日付を超えた 1時過ぎであったo 例年参加している歌い手によるとこ

の年は例年より盛り上がったため少し遅くなっていたようで、例年は23時からO時ごろには大会が

終わるという。残念ながら2013(平成25)年の調査では時間的都合により直会まで参加することがで

きなかったが、，これも歌い手へのインタピューによると金滞よりやや簡単でそれほど長時間関かれ

るものではないとのことであった。

5.おわりに

以上見てきたように、掛唄はその姿こそほとんど変わっていないものの、掛唄が現代社会のなか

で生き残っていくための模索はそれぞれの大会で独自に続けられてきた。金湾人幡宮伝統掛唄保存

会では学校を活用して歌い手の育成に努める一方、美郷町六郷かけ唄保存会では掛唄の旋律の元と

なっている仙北荷方節の歌い手に掛唄を認知してもらうことで新たな掛唄の歌い手発掘を試みてい

た。どちらも掛唄衰退の特効薬となったわけではないが、それなりの効果は発揮している。また大

会のスケジュールにおいては、伝統掛唄大会のほうでは若手育成や外部からの歌い手受け入れのた

めに新たな部門を設けつつも、徹夜で大会を行うというやり方は変えておらず、新しいことをやり

つつも大会の伝統は守っている。これに対し全県かけ唄大会は参加者も運営側も体力的に負担の大

きい徹夜の大会はやめている。

こうした模索の違いはそれぞれの保存会の方針を如実に反映している 0・金湾人幡宮伝統掛唄保存

会では「伝統を受け継いでいく jことをとりわけ重視している。だからこそ若手の育成をする一方

で、大会を人皇から少し離れた山上の神社で徹夜でやるという、大会の雰囲気を大きく規定してい

る部分は変えずに大会を続けている。こうした金津八幡宮の保存会の姿勢は美郷町六郷かけ唄保存

57 



会でも意識されている。六郷の保存会の会長KA氏はインタピューにおいて「あちら(金津八幡宮

伝統掛唄保存会)でしっかりと伝統を守ってくれているから、こちらで自由にやらせてもらってい

る」と述べていた。確かに六郷の保存会では新たな歌い手を発掘するために民謡大会を新しく始め

たり、大会前日にジャズセッションを大会と同じ会場でやってその中で掛唄を紹介したり、徹夜を

やめたりとさまざまな掛唄振興策を積極的に模索していて、金津八幡宮伝統掛唄大会より運営上の

変化が大きい。

こうしたそれぞれの模索を支えているのはもちろん掛唄に伝統的価値があるからという理由もあ

るが、それだけではない。 KA氏は掛唄大会を運営する大変さを説明してくれたあと、こう言った。

「やっぱ、掛唄がおもしろいからみんなやってるんですよJ。何十年と掛唄を聴いてきた氏をして

こう言わじめ、何十年と歌ってきた歌い手たちを飽きずに毎年大会へと惹きつける掛唄の「おもし

ろさ」。これが掛唄に関わる人々のあいだから失われなければ、掛唄はこれからも続いていくこと

だろう。
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詮

1)金滞八幡宮の掛唄が県指定無形民俗文化財に登録された際の報告書(秋田県教育委員会編1999)
おlまひるめむちじんじ守

に基づいて作られた加藤編(2007: 23)の地図によると、北は十和田湖近くの大霊貴神社から南は

宮城県に近い盛合神社まで、秋田県の東側県境に沿ったほぽ南北全体にわたって掛唄が行われて

いた神社が分布している(なおこの地図に本論文で紹介する熊野神社は含まれていない)。加藤は

この地図にある神社のうち掛唄が現在(2007(平成19)年時点)継承されている神社は金津八幡宮の

みであるとしている。横手市にある旭岡山神社でまだ掛唄が唄われているとする報告もあるが

(国際教義大学地域環境研究センター 2013)、加藤によるとこれは一度掛唄大会が途絶えたのち

に掛け合いではない方式で「掛唄jが復活したものらしい(加藤私信)。これについては今後

の調査の課題である。なお、他の神社ですでに掛唄が行われなくなっていることはほぼ確かで

ある。

2)加藤編(2007)以前に保存会によって作成された資料では、江戸時代にこの地を治めた佐竹藩主

によるたびたびの八幡宮修改築をきっかけに掛唄奉納が慣習となったとされている(金津山八幡

神社掛唄保存会 1977)が、この説は少なくとも現在あまり支持されていないようだ。いずれに

しろ江戸時代に現在行われている掛唄の直接の起源があるのは確かである。ちなみに註 1で言

及した他の神社における掛唄もその多くがお鏡もりに由来するという(秋田県教育委員会編

1999 : 77)。

3)いつごろから現在のような状況にあるのかは具体的な参加者数や聴衆の数の記録が乏しいため

定かではないが、写真1に見られる1971年の熊野神社での大会の様子や、多くの高齢の歌い手た
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ちがかつての大会を「境内にびっしり人がいたjと形容しているのに対し、 1984(昭和59)年に制

作されたNHKの番組 fNHK東北アワー熱戦かけ唄大会(ふるさとネットワーク)-秋田県横手

市-Jでは画面に映っている金湾人幡宮の大会会場の観客席がかなり空いているように見えると

ころから、すでに1980年代には掛唄の衰退が始まっていたとみられる。

4)旋律には個人差があるのみならず、「掛け合いづらいからJという理由で仙北荷方節の歌い出

しに本来ある、低音から中音へ上がる部分が通常省かれている。通常の固定した歌詞を持つ民謡

としての仙北荷方節の旋律については日本放送協会(1957: 53)参照。

5) ときにはトピックすらもかみ合わず、完全に「掛け合いjに失敗していることもある。

6) ささら舞は江戸時代に水戸から秋田に転封されてきた佐竹氏の家臣によって伝えられたとされ

る舞。もともとさきら舞を伝承する家の大人たちが舞っていたが、伝承が困難になったため現在

は掛唄大会翌日の午前中に地元の小学生がおもな舞い手となって舞われている。

7)こうした IYゼミの参入は掛け合いのありかたにも影響を及ぼしているようだ。かつて(おそ

らく 1980年代以前)の掛唄を知る人々によると「昔は年配の名人が若手と掛け合うときはよく相

手の唄を潰しにかかっていたjという。こうした状況は歌い手がたくさんいたことや、とりわけ

参加者がおおむね顔見知りだったことによるものと考えられる。現在では潰し合いと呼べるほど

激しい掛け合いはあまり見られないが、なじみの者同士の遠慮ない掛け合いが交わされるのは普

通である。これに対しIYゼミの学生たちと地元の歌い手が掛け合う場合は互いにかなり気を

遣った掛け合いが歌われる。 2013(平成25)年の調査においである歌い手は、 IYゼミの学生と歌

うとき「すごく気を遣うJと述べていた。また別の歌い手も2010(平成22)年に行ったインタ

ピューで、おもに歌調の字余りについての話のなかでゼミ生の唄を「歌詞が丁寧すぎるJf-で

す、なんて歌わなくていいんだよ(だから歌詞が規範より長くなってしまう )Jと述べていた。

もっとも IYゼミの学生の、技量不足や遠慮でしばしばかなり規範から外れてしまう唄を掛唄の

自由さを示すものとして好意的に受け止めている人もいる。

8) この回数は毎年同じなのだが、明示的な規定で決まっているわけではない。そのため歌い手た

ちはいつ笛が鳴るか確実には分からず、多くの掛け合いでは5回目(決勝戦では7回目)の歌が歌

い出されるところで終了の笛が鳴って掛け合いが終わる。

9)保存会会長のKA氏によると、この組み合わせは保存会が美郷町周辺にいる人々でなにかス

テージができないかと探した結果、いくつも出演希望が出てそのなかから選んだものだという。

美郷町では以前からジャズイベントが関かれ、町内を本拠地とするアマチュアジャズオーケスト

ラもあるなどジャズが盛んで、 2014(平成26)年に国民文化祭が秋田県で開催されることもあって

この時にジャズセッションが組まれることになった。
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