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掛け合い歌が駆動するソサイエティ
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秋田県の掛け合い歌「掛唄」の場をめぐって

　societyにはあるまとまりを持った人々の統合体という意味と、人々の相互行為を指す意味があ
り、日本語では前者を狭義の「社会」、後者を「社交」と呼び分けることができる。社交は社会を
考えるうえで本質的な重要性を持っている。本稿は会話分析の手法も取り入れながら、秋田県で歌
われている掛け合い歌「掛唄」の場を支える社会と掛唄の場の相互行為を分析し、ジンメルの「社
交」やオークショットの「統一体」「社交体」概念を手掛かりに掛唄の社会の在り方と、それを駆動
しているのはなにかを明らかにする。
　まず掛唄の「社会」について見てみると、掛唄の歌い手たちは日常ではあまり関わりを持っては
おらず、掛唄が統一体的な意味での「社会」を再生産しているとは言い難いことがわかる。いっぽ
う、掛唄大会そのものを運営している保存会については、日常的な「社会」によって人々が集めら
れている。ここから、掛唄は「社会」によって維持されていると言える。
　次に大会の様子を見てみると、掛唄大会の本番はある程度の緊張感に包まれ全体として優勝を目
指した「遊び」として組織されている。いっぽう、打ち上げである「直会」では大会より自由で「遊
び」らしい掛け合いが行われる。また、直会の掛け合いでは次の歌い手を選ぶやりとりが掛唄の脇
で進行しており、そこには歌い手同士の社会関係も関わっていることがわかる。
　以上の分析から、掛唄の社会がオークショットの言う「社交体」に近い存在であることが浮かび
上がってくる。そして掛唄は歌であることによってやりとりを統御しジンメル的な意味での「社
交」に近いやりとりを成立・駆動させるエンジンとなっていることも見えてくる。このエンジンを
動かしているもののひとつが、掛唄の規則が生み出す緊張感に基づく「楽しさ」である。

［掛唄、社交、楽しさ、秋田県、掛け合い歌］
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Ⅰ	 はじめに

１　societyとはなにか――社会と社交
　society（ソサイエティ）はわかりにくい概念で
ある。言うまでもなくこの英単語はほとんどの場
合「社会」と訳される。この訳語が意味している
のはたいてい「あるまとまりを持つ人々の（実体
のある）共同体」といったあたりである。人類学
においても基本的にはこうしたある種の実体的全
体を指す用語として「社会」という言葉が使われ
ている。だがsocietyは同時に、具体的な人と人
の交際を指す「社交」という意味も持っている。
　「社会」概念の誕生をフランス思想史から跡付
けた菊谷によると、「社会（société）」はそもそ
も社交あるいはコミュニケーションを指しており、
今日私たちが考える「全体社会」的な意味を持つ
ようになったのは19世紀のトクヴィル以来であ
るという［菊谷 2011］１）。そしてギデンズが言う
ように、societyは現在でも英語の日常的な用法
として「「社会的連関」あるいは相互行為を指す全
般的な意味」と「周囲の社会からそれを区分けす
る境界を持っている統合体（unity）」という意味
を維持している［Giddens 1984：163］。
　societyがもともと持っていた相互行為的意味
合いを重視し「純粋社会学」の対象として考えた
のがジンメルである。ジンメルは社会学の扱う第
二の問題領域（すなわち「純粋社会学」）として

「人間を正に社会たらしむる諸形式」の研究を挙
げ［ジンメル 1979：39］、その適用例として「社
交」を挙げた。そして「社会」を相互作用（相互
行為）と考え、相互作用の諸形式に結びつくこと
で衝動や目的から生まれた実質や個人的な内容・
関心が構成され促進されるとした。彼にとって社
交とは「社会化の遊戯的形式」であり［ジンメル 
1979：74］、そうした相互行為の形式そのものが
自己目的的に遂行されるという意味で「純粋な」
社会であった。こうした社交における人々の在り
方について、ジンメルは次のように述べている。
　
　個人の富や社会的地位、学識や名声、特別の能
力や功績、これらのものが社交において役割を
果たすようなことがあってはならない。果たす
としても、影のような軽いニュアンスとしてで
あって、それが、社交という社会的芸術品にリ

アリティが入り込むことを許される限度である。
しかし、こういう個人に関する客観的なものと
同様に、純粋無垢の個人的なものも、社交の要
素としては機能を失わねばならぬ。即ち、生活、
気分、運命などにおける極度に個人的な事柄も、
社交の世界に相応しくない。或る個人の気分の
良し悪し……そういうものを社交へ持ち込むも
のは……節度を知らぬものである。［ジンメル 
1979：75-76］

　
　こうした社交の具体例として、ジンメルの生き
た20世紀初頭まで花開いていたサロン文化が念
頭にあったことは想像に難くないが、あくまで彼
にとって社交という概念は、超越論的な意味にお
いて社会を構成する相互行為の形式を指すもので
あった［水谷 2005：110-111］２）。のちにルーマ
ンやギデンズなどが論じたように、相互行為の総
和がそのまま統合体的な意味での社会となってい
るわけではないが、相互行為が直接観察できる基
礎的なsocietyであることは確かである。
　相互行為の形式についての研究は現在、会話分
析・相互行為分析において発展を遂げている。こ
の分野はもともとシュッツの現象学的社会学やゴ
フマンの相互行為研究の流れから発展してきたエ
スノメソドロジーの一領域であった。エスノメ
ソドロジーは社会のメンバーが社会を実践的に
「知って」いると考え、そうした実践的社会学的
知識がいかに作動しているのかを、具体的な行為
の分析から明らかにしようとする分野である。エ
スノメソドロジーにとって社会的文脈は社会のメ
ンバー自身が指

インデックス

向し、お互いの社会的相互行為の
なかで呼び覚ますものであって、相互行為におけ
るあらゆる表現は文

イ ン デ キ シ カ ル

脈依存的だと考えられている
［ガーフィンケル他 2004；フランシス、ヘスター 
2014］。ここから発展してきた会話分析は、社会
的場面との関連も視野に入れながら、さまざまな
会話の規則や実際のやりとりが持つ特徴を明らか
にしてきた。この分野は現在ビデオ映像を用いた
ジェスチャーや身体配列を含めたマルチモーダル
な相互行為分析へと発展している。
　エスノメソドロジーや会話分析に対してはしば
しば「人々の場面的な出会いの状況の記述のみに
集中することによって、彼らがおかれているより
広範な権力関係や社会関係を捨象していく」［西
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井 2006：２］といった批判がなされる。確かに
こうした批判が当たらなくもない研究も見られる
が、会話分析を初めて民族誌に取り入れたモアマ
ンが言うように、特定の「今ここ」に注意を払い、
参与者が実際に身体によって表現することに焦点
を当てる会話分析は優れた民族誌的実践でありう
る［Moerman 1988：x］。実際、言語人類学で
はかなり以前から会話分析の手法が重視されてお
り３）、これを応用しながら政治的言説の分析や言
語的社会化の在り方、参与の枠組みがいかに組織
され交渉されているかを明らかにしてきた４）。日
本でも、菅原和孝によるグイの会話分析をはじめ

［菅原 1998a, 1998b］、木村大治のボンガンドと
バカ・ピグミーにおける相互行為と共在感覚の研
究［木村 2003］、エスノメソドロジーの手法を通
してタイ農村社会の秩序について論じた高城玲の
研究［高城 2014］などがある。これらの研究の
なかにはジンメル的意味での社交的な相互行為に
対する分析も含まれている。だがそうした分析が
行われていても、菅原［1998b］のように会話の
在り方から統合体的な社会の在り方を解き明かす
といった形になりやすく、社会形態の多様性とそ
の関係性が俎上に載せられることはほとんどない。
　社交を視野に入れながら社会の多様性を捉えよ
うとした政治哲学者にオークショットがいる。第
Ⅳ章で改めて詳しく取りあげるが、オークショッ
トは目的ではなく行為の規範を互いに認めること
で結びつく社会を「社交体（societas）」と呼び、こ
れとは対照的に共通の目的によって結びついた社
会を「統一体（universitas）」と呼んだ［Oakeshott 
1975］。オークショットは直接ジンメルから社交
体概念を発展させたわけではないし、「社交体」
の成員たちが必ずしもジンメル的な意味での社交
をしているわけではないが５）、オークショットが
ジンメルとともに（そして「交話」概念を提示し
たマリノフスキーとともに）コミュニケーション
それ自体を目的とした「会話」に社会の基底を求
めていることを考えれば［水谷 2005：116］こう
した分析概念を導入することで、これまで論じら
れてこなかった社交と（統合体的な意味での）社
会の関係性について明らかになるのではないかと
考えられる。
　なお、民族誌的会話分析研究において歌が対象
となることはほとんどない。なかでも、一定の旋

律に即興で歌詞を当てはめて歌を会話のように交
わす「掛け合い歌」が対象となったものは管見の
限り存在しない。歌の分析をおもに担ってきたの
はこうした分野ではなく、民族音楽学である。
　メリアムが『音楽人類学』において「歌詞の研
究」を重要なトピックとして挙げているように
［メリアム 1980：10章］、歌は民族音楽学におい
て重要な対象であり続けており、世界各地におい
て歌がどのように歌われ文化や社会と結びついて
きたかが具体的な歌の場面の記述を通して明らか
にされてきた［増野 2014］。こうした音楽民族誌
ではしばしば歌が社会を再生産し人々の紐帯を強
めるものとして描かれる［増野 2014：２章］。た
とえばシーガーは人口120人ほどで一つの村に暮
らす南米の先住民スヤの社会がいかに音楽実践と
分かちがたく結びついているかを描き出し、スヤ
社会において「歌うことは社会の再生産の一部
である」［Seeger 2004：130］ことを明瞭に示し
た。この音楽民族誌におけるsocietyは明らかに
communityと同義であり、環状に家屋が配置され
た一村落という、明瞭な輪郭を持った「社会」を
指している。また、これとはやや異なる歌と社会
の関係性を論じたものに、中原ゆかりの民族誌が
挙げられる［中原 1997］。中原は奄美の佐仁にお
ける八月踊りと「シマの歌」の分析から「シマ」
社会を描き出している。「シマ」は奄美において
出身地や故郷を意味する言葉である。中原の調査
時（1990年前後）において、奄美でも奄美出身者
が移住した先で組織する郷友会でも、シマは歌に
おいてのみ強く意識されており、「奄美のシマの
歌という概念がシマ社会の紐帯を維持する重要な
機能をもって」いる［中原 1997：14］。この著作
における「社会」は移住者にとって自分が暮らす
実際の生活空間ではないものの、奄美に実在する
村落に根ざしたものである。だが以下の章で述べ
るように、本稿で対象とする掛唄において、歌が
実在する村落という社会を再生産するという議論
は成り立たない。
　本稿は秋田県で歌われている掛け合い歌「掛
唄」を支え実践する人々の、相互行為と統合体両
方を含むsocietyを記述する試みである。後述の
ように、掛唄は「仙北荷方節」と呼ばれる民謡を
ベースとしたフシに即興で歌詞を付けて歌を掛け
合う芸能であり、現在は二つの保存会がそれぞれ
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主催する大会がおもな掛唄の場となっている。掛
唄は紛れもなく歌い手同士の相互行為であるが、
同時に掛唄を歌う人々の実践は時間-空間のなか
に、そして社会関係のなかに「位置づけ」られ、

「状況づけ」られている［Giddens 1984：83-85］。
本稿ではジンメル的な意味における「社交」とし
て掛唄の掛け合いを見る可能性を明らかにすると
ともに、「社交」と（統合体的な意味での）「社会」
の関係性をオークショットの「社交体」と「統一
体」概念から論じる。そして掛唄という形式が持
つ意義について、社会的コンテクストと実際の掛
け合いの相互行為場面の分析を通して検討する。
これによってこれまでの研究とは異なる歌と社会
の関係性が明らかになるだろう。
　次節で掛唄の基本的な事項についてまとめたう
えで、第Ⅱ章では掛唄が現在どのような社会的コ
ンテクストのなかで歌われているのかを示す。第
Ⅲ章では実際の掛け合いの様子について、異なる
二つの場面を取りあげて分析する。そして第Ⅳ章
で掛唄の社会についてオークショットの「統一
体」と「社交体」概念を手掛かりに考察し、最終
章では社会を駆動させる相互行為エンジンと掛唄
の形式に組み込まれた「楽しさ」を生む装置につ
いて考察する。
　なお、本稿のデータは2009年から2016年にか
けて、掛唄大会の前後数日～１週間程度行った現
地調査に基づいている。大会については2009年
～2012年と2014～2016年は金澤八幡宮伝統掛唄
大会、2013年と2014年は全県かけ唄大会で調査
を行った。

２　掛唄とはなにか６）

　本稿のテーマである掛唄は秋田県の横手市やそ
の周辺で歌われる掛け合い歌である。掛唄の旋律
は仙北荷方節という民謡の節回しを流用したもの
で、それに７・７・７・５の詩型を基本とする歌
詞を即興でつけて、２人の歌い手が掛け合いを行
う。掛け合いの内容は政治から農業、色恋ものま
でなんでもよい。かつては秋田県内陸部で広く歌
われていたようであるが［加藤（編） 2007：23］、
現在でも定期的に掛唄が歌われている場は、秋田
県横手市の金沢地区にある金澤八幡宮で例年９月
に開かれる「金澤八幡宮伝統掛唄大会」と、隣接
する美郷町の熊野神社で例年８月に開かれる「全

県かけ唄大会」の二つである７）。
　金澤八幡宮の大会は起源が江戸時代に行われて
いた「お籠もり」にあるとされる。お籠もりはこ
の神社の本殿で開かれる行事で、旧暦の９月14
日に行われる宵祭の夜に、近郷の村々から来た年
頃の娘が山上にある本殿に一晩籠もって良縁を祈
願するものであった。この行事の際、祈願者に
同行してきた人々が、お籠もりが終わるのを待
つあいだ酒盛りをし、それぞれの村の民謡を歌い
合って宴会に興じ、やがて掛け合いとなっていっ
たのが掛唄の始まりとされる。大正時代に掛唄が
大会として組織されるようになって、それまで
ばらばらだった歌のフシが仙北荷方節に統一され
た。1930年には日取りが旧暦から新暦の９月14
日に改められた。戦後の1949年に金澤八幡宮祭
典協賛会が発足し、その一部門において掛唄大会
が運営されるようになった。そして1964年に金
澤八幡宮伝統掛唄保存会が発足、運営体制が制度
的に整備されるなどしつつ現在に至っている［加
藤（編） 2007：58-63］。
　大会当日はまず20時頃から本殿で宵祭の神事
が行われる。そこで掛唄が奉納されたあと、21
時頃に隣接する社務所で大会が始まる。最初は中
高生が事前に練習してきた掛唄を披露する「ジュ
ニアの部」が行われ８）、続いて2009年から音楽
教育研究の一環として毎年参加しているN大学IY
ゼミの学生たちが練習してきた掛唄を歌う「大学
生の部」が行われる。この二つの部では順位をつ
けず、全員に参加賞が配られる。そして23時頃
から４時頃まで、４～５回戦まで一般の参加者
（2009年はIY教授、2010年からはIY教授とIYゼミ
生の有志を含む）が歌う「一般の部」が開かれる。
おおむね４時頃に表彰式が行われ、優勝ほかの各
賞受賞者にトロフィーなどが配られたあと、夜が
明けるなか打ち上げ（直

なおらい

会）が開かれ、大会が終
わって歌い手たちは帰宅する。
　熊野神社の大会は1953年に行われた社殿の改
築をきっかけに、金澤八幡宮の大会にならって行
われた掛唄大会が始まりとされる［安倍ほか（編） 
2003：1］。この大会でも最初に本殿で神事が行
われ、20時過ぎから大会が始まる。この大会に
は中高生やIYゼミの参加はないため、金澤八幡宮
の大会でいう「一般の部」に相当する部分から始
まる。この大会では最初に歌い手が１人ずつ「声
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ならし」として一つずつ掛唄を歌い、それから５
回戦行って０時～１時頃に終了、結果発表のあと
直会が行われる。
　どちらも1990年代前半あたりまでは数百人（あ
るいはそれ以上）を集める人気であったが、人口
の減少や歌い手の高齢化とともに現在は参加者
や聴衆が減少しており９）、どちらの保存会でもそ
れぞれのやりかたで参加者を増やすための模索
を行っている。金澤八幡宮伝統掛唄保存会では
2003年から地元の中学校において総合的学習の
時間を使って掛唄を中学生に教え、大会に「ジュ
ニアの部」を設けそこで歌ってもらうことで参加
者を増やすことを試みていた。熊野神社の保存会
では掛唄大会の参加者を増やすために1993年よ
り掛唄の旋律のもととなっている仙北荷方節の腕
を競う「仙北荷方節大会」を開いており、これも
多少参加者を増やす効果を上げている。また熊野
神社では近年、大会前日にジャズイベントなどを
開きそこで掛唄の宣伝もして聴衆を増やそうとい
う試みも行っている。
　こうして続けられている掛唄大会の場は、毎年
どのように生み出されているのだろうか。次章で
は調査の中心となっている金澤八幡宮伝統掛唄大
会を事例に、掛唄の場を支えている社会的コンテ
クストを見ていきたい。

Ⅱ	 掛唄を支える社会

１　歌い手たちの社会関係
　金澤八幡宮伝統掛唄大会も全県かけ唄大会も、
出場者は半分以上が同じ人である。例年金澤の
大会には地元から８～14名ほどの参加がある10）。
一般の部に参加する地元の歌い手はほとんどが
50代以上であり、これに「ジュニアの部」出身の
若い歌い手（10代後半～20代前半）が１～２名、
そしてIYゼミの学生数名およびIY教授が加わる。
　2009年から2016年の間に２回以上参加した地
元の歌い手は合計18名いるが、そのうち10名が
金沢地区周辺11）在住である。ほかにも八幡宮ま
で車で20分程度かかる地域からの参加者が５名、
八幡宮まで車で30～40分ほどかかる周辺の市町
からの参加者が３名いる。このように歌い手たち
のほとんどは八幡宮から比較的近い地域に居住し
ており、日常的に掛唄仲間として行き来して掛唄
の練習会を開いたりしていてもおかしくない。と

ころが調査で歌い手ほぼ全員にインタビューを
行ったところ、掛唄のフシを１人で練習すること
はあっても、掛け合いを大会や敬老会への慰問と
いった公的な行事以外で歌う人は皆無であった。
優勝常連であり金沢の中心地に住んでいるNS氏
（2010年インタビュー）によると、ほかの歌い手と
会うことは滅多にないという。ほかの歌い手に聞
いても、家がごく近所であるため地域的なつなが
りで会うことはあっても、掛唄の歌い手としての
つながりで歌い手同士が会うことはまずないとの
ことであった。大会優勝経験が複数ある実力者で
あるとともに、各地の民謡大会に出場し民謡教室
を自宅で開いているGH氏は、しばしば生徒や民
謡仲間を掛唄大会に誘っており、なかにはそのま
ま歌い手として定着する人もいるが、これも「掛
唄仲間」というよりもっと広い「民謡仲間」として
の付き合いであるようだ（2010年インタビュー）。
ここ数年最古参の歌い手であったSY氏は2011年
のインタビューで、優勝経験も複数あり有力な歌
い手として認知されていたOH氏をかつて掛唄に
誘ったと語っていたが、これも日常の近所付き合
いから掛唄仲間になったのであって、掛唄によっ
て関係が維持、活性化したわけではない。
　以上から、掛唄は歌い手のあいだに日常的な社
会関係を生み出したりはしていないように思われ
る。SY氏が2010年のインタビューで語ったよう
に「歌う人はみんな仲間」「（掛唄を掛け合う）みん
なに元気をもらって生きてる」という認識があっ
ても、それは基本的に年に一度（あるいは熊野神
社の大会を含めて二度）しか会わない仲間なので
ある。

２　金澤八幡宮伝統掛唄保存会の活動
　それでは、掛唄大会の場はどのように生み出さ
れているのだろうか。毎年行われる大会の運営を
担っているのが金澤八幡宮伝統掛唄保存会であ
る。2011年７月に開かれた保存会顔合わせ会で
の調査によると、この時点で会員は全44名、役
員は18名であった。歌い手たちの多くも会員で
はあるが、実際に掛唄大会の運営に携わっている
のは歌い手ではない役員である。役員には会長１
名と副会長２名、事務局長１名が含まれる。ほ
かに１名、議事進行などを行う司会がいた。保
存会の役員は全員が金沢地区周辺に在住してい
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る。2011年時点での会長（３代目）はKY氏であっ
たが、高齢のため2013年に会長を辞して顧問と
なっており、代わって現在はそれまで副会長だっ
たHS氏が会長に就任し、副会長には2011年に役
員に加わったTS氏と、初代会長の子息であるKK
氏が就いている。役員の１人でインタビュー当時
は金沢の公民館館長であったSM氏によると、保
存会のメンバーはおおむね定年を迎えた民謡好
きな人がなっているとのことであるが（2010年
インタビュー）、それだけではなく市役所や公民
館、農協といった職場のつながりで役員となる人
も多いようだ。たとえば現在大会で記録係をして
いるUR氏は2012年に公民館勤務となったことか
ら保存会に入ることとなったという（2012年イン
タビュー）。また保存会の幹部である会長や副会
長には地域の中心的人物がなることが多い。KY
氏は長く地元の小学校の教師をしていた人物で、
TS氏曰く「金沢の人はみんな知ってる恩師で頭が
上がらない」（2011年インタビュー）。2012年の
KY氏へのインタビューによると、会長は「地域

（のこと）がわかってる人でないとだめ」であるが、
後任のHS氏は農協の参事まで勤め横手市と美郷
町両方の金沢地区についてよく知っているうえに
歴史資料館の館長もやっていた人物で適任である
という（2012年インタビュー）。副会長になった
TS氏は地元の中学校の校長を務めた人物であり、
こちらも地域の顔役的な立場にある。このように、
保存会の役員は地域における公的・日常的社会関
係のなかでリクルートされてきている。
　それでは、保存会はどのように掛唄大会を運営
しているのだろうか。同会で配布された資料によ
ると、2010年はまず５月末に保存会の役員会で
顔合わせ会について打ち合わせがされた。６月に
顔合わせ会を行ったあと８月中旬に大会の具体的
な運営について打ち合わせるための役員会が行わ
れた。大会の２週間前には大会案内のハガキを送
付、大会３日前に賞品を準備、前日から当日に大
会会場設営を役員が中心になって行い、９月14
日の大会本番を迎えた。そして例大祭が終わった
９月16日に大会後の整理をし、18日に反省会が
行われた。日程については年によって変動がある
ものの、基本的には例年同じ流れで大会の準備が
行われているという。
　2010年に行った保存会事務局長IH氏らへのイ

ンタビューによると、掛唄大会は金澤八幡宮の例
大祭の一環で行われていることもあり、金澤八幡
宮祭典協賛会が、八幡宮の氏子となっている各地
域の住民や地元企業から集めた協賛金により保存
会の活動資金が捻出されているという12）。掛唄大
会の会場である金澤八幡宮の社務所の使用は無料
であるため、資金はおもに大会受賞者に配られる
トロフィーや副賞13）に使われる。
　大会当日の会場設営と運営もほぼ役員のみで進
められる。社務所に舞台を設営し、音響設備を用
意し、審査員席を作り、トロフィーや副賞を並べ
るなどこまごまとした作業が多く、2011年の大
会前には準備する役員たちが「毎年やってるはず
なのにわがんねえ」と言いながら、以前の準備で
撮った写真を見つつ作業を進めていた。こうして
昼間のうちに設営された場所で、夜から掛唄大会
が行われる（会場の見取り図については図１参
照）。大会本番中も大会の司会進行から大会の記
録、掛唄の審査にいたるまで裏方の仕事はほぼす
べて保存会の役員が行う。大会後の打ち上げであ
る「直会」は図１の「歌い手控え場所（畳部屋）」
で行われ、そこに保存会役員も一部参加するが、

図１　金澤八幡宮伝統掛唄大会会場
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これと並行して他の役員らの手で畳部屋以外の場
所の撤収作業が開始される。このように、掛唄大
会は保存会の、それもほぼ役員たちの手によって
運営されている。
　以上から、掛唄の場である掛唄大会は、歌い手
のあいだに日常的な社会関係を生み出すことがな
いいっぽう、地域の公的・日常的な社会関係に支
えられている保存会によって、とりわけその役員
たちの手によって毎年生み出され支えられている
ことがわかる。
　では、掛唄大会は単に地縁的な地域社会に支え
られ維持されており、歌い手たちはそこに便乗し
て個人主義的に歌いに集まり去っていくだけなの
だろうか。掛唄は、歌い手たちにとってどのよう
な意味を持つのだろう。これを探るために、次章
では掛唄大会における歌い手の様子と掛け合いに
ふれたあと、直会における歌い手たちのやりとり
を見てみたい。なお調査期間のうち2010年以外
は毎年直会で掛唄が行われたが、本稿ではそのう
ち2012年の掛け合いをおもに取りあげることと
する14）。

Ⅲ	 掛唄という社交

１　大会本番での歌い手たち
　掛唄大会の本番中、図１の「歌い手控え場所

（畳部屋）」に座った歌い手たちはおおむね静かに
舞台上での掛け合いを聞いている。金澤八幡宮伝
統掛唄大会では事前に組み合わせが発表されない
ので、歌い手たちはいつ出番が来るかわからず、
大会本番のあいだ常にある程度の緊張感を持って
出番を待つことになる。この緊張感は休憩時間に
も及んでいて、休憩時間中はIYゼミ生たちが歌い
手たちにインタビューをしたり、歌い手同士で軽
く雑談をしていたりはするものの、基本的に静か
に過ごされている。
　いっぽう、掛唄の出番が来たときには声を張っ
て歌うことになる。Ⅰ-２で述べたように、掛唄
は基本的に仙北荷方節と呼ばれる民謡の旋律に、

（しばしば字余りが発生するものの規範的には）
７・７・７・５の詩型を持つ歌詞を即興で作りなが
ら歌を交わし合う。仙北荷方節はかなりゆったり
したメリスマ的な歌で、ひとフシ（１ターン）歌
い終わるのに１分強もかかるため、相手が途中ま
で歌った時点でおおむね相手の歌う内容について

推測をつけて返しの歌を考えることが可能である
［梶丸 2014：51］。そのため、掛け合いではほと
んどの場合、相手が歌い終わった瞬間、あるいは
若干相手の歌に被さる形で次の歌が歌われる。大
会ではおおむね４～６ターン程度掛け合いが行わ
れた段階で笛が吹かれ、そこで掛け合いが終了す
る。基本的に決勝戦以外では４ターン目、決勝戦
では６ターン目で笛が吹かれることが多いが、必
ずしもそうと決まっているわけではないため、歌
い手は常に歌を返す準備をしながら相手の歌を聞
く必要がある。
　舞台のうえで交わされる掛け合いのトピックは
幅広く、政治から農業、男女関係などまでさまざ
まな内容が歌われる。たとえば次の歌は優勝旗を
めぐる掛け合いが歌われている（歌い手の情報に
ついては次節の表１参照）。

【事例１】	2012年金澤八幡宮伝統掛唄大会３回戦
より

TT：	還暦手前の　洟垂れ小僧　名人相手に　荷方
節

NS：	還暦過ぎたる　じさまだけれど　どんとぶつ
かって　かが（か）ってこい

TT：	いつかあなたに　追いつきたくて　今日まで
頑張って　きた私

NS：	それはなにより　励みの言葉　俺も負けずに　
歌ってゆく

TT：	若いみんなの　パワーをもらい　今年あたり
は　優勝を

NS：	今年優勝は　私が獲るよ　来年あたりに　く
れてやる

　こうしたまじめな歌以外にも、次の事例２のよ
うな冗談めかした掛け合いが歌われることもある。
事例２の冒頭の歌は、例年特別枠の「親子対決」
としてTT氏が自身の娘と大会で掛け合いをして
いるのだが、2009年は彼女が帰省できず大会に
出場しなかったために親子対決が実現しなかった
ことを背景としている。

【事例２】	2009年金澤八幡宮伝統掛唄大会２回戦
より

NS：	親子対決　聞けないけれど　よその娘と　唄
わねか
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TT：	いつも同じ　娘と歌い　そろそろ飽き来た　
頃だった

NS：	ちょうど良かった　よりどりみどり　N大生
の　花盛り

TT：	実の娘が　欲しくはあれど　一度に八人は　
相手に出来ぬ

　こうした本番の掛け合いは歌を返せなければ負
けであるため、歌い手たちはどうにかして相手の
歌を聞きながら、あるいは歌を聞き終わってすぐ
歌詞を考えて歌を返さなくてはならない。なお掛
唄大会での審査は審査員たちによる合議で決めら
れる。その基準は声の良さや節回しの確かさ、歌
詞の良さなどで、とりわけ歌詞がきちんとうまく
掛け合えているかが重視されている。歌い手たち
はこの審査でふるいに掛けられつつ４～５回戦を
戦い、優勝を目指す。回戦が進むにつれて舞台に
上がる歌い手は減っていくが、勝ち進めなかった
歌い手も出番がないからといって特にそぶりが変
わるわけではなく、それまでと変わらない態勢で
優勝の行方を見守る。
　以上のように、本番での掛唄は歌うかどうかが
保存会の審査員によって決められ、呼ばれれば笛
が鳴るまで掛け合いを継続させねばならない。そ
して待っているあいだも緊張感が漂い、休憩時間
はあるものの基本的にその緊張感が途絶えること
はなく、全体として歌い手同士のやりとりは抑制
された状態にある。また、本番の掛唄は「優勝」
という栄誉がかかっている点で実際的な目的への
志向性が強い。これに対し、直会では勝負を離れ、
より掛け合いそのものを楽しむ歌い手同士の自由
なやりとりが活発に行われる。

２　直会における歌い手たちの相互行為
　大会本番が終わり、授賞式が行われたあと、夜
が白々と明けるなか「直会」と呼ばれる打ち上げ
が行われる。前述の通り場所は図１で「歌い手控
え場所（畳部屋）」と記した部屋であり、ここに机
を並べてビールとご飯、味噌汁と漬け物が振る舞
われる。このリラックスした時間にもしばしば掛
唄が行われる。
　直会が始まってしばらくの時間は通常の飲み会
のようにいくつかの会話場に分かれて歓談が続く。
そしてひとしきり時間が経った頃、保存会の会長

が掛唄を歌うよう歌い手に促す。そこで最初に歌
うのは優勝者であるが、2009年、2011年、2012
年、2014年、2016年はいずれもNS氏が優勝して
おり、掛唄の口火を切るのは結果的にほとんどが
NS氏となっている。その際、NS氏は立ち上がっ
てなんらかの前口上を述べたうえで歌い始める。
たとえば2012年は次のようにことばを切り出し
ていた。

【事例３】2012年の直会におけるNS氏の掛唄前口上
NS：	それではあの、保存会の、KY会長の指名

ですので、ひとつ歌わさせていただきます。
それで、前もってちょっと、お話ししたい
ことと言うのは……（略）

　
　この口上の出だしからわかるように、この年
の掛唄は会長に促されたことで開始されている。
なお2014年の直会では、会長がIYゼミの学生に
地元の歌い手であるGH氏と掛唄を歌うよう促し、
GH氏がさらにNS氏に口火を切るよう促す形で
NS氏が立ち上がって前に出て口上を述べている。
　2012年の直会では、事例３の口上のあとNS氏
が「回を重ねて　優勝したが　これも仲間の　お
かげです」と歌い、「どうもほんとに、ありがと
うございました」と感謝を述べて座る。NS氏以外
の人々はNS氏が「おかげです」と歌っている途
中からNS氏が着席するまで拍手をしている。そ
して、NS氏が着席しようとし、拍手がまだ続い
ているタイミングで、会長のKY氏は「来年優勝旗
取る人続いて」と次の歌い手を指名する。この発
言は大会本番で歌われた事例１の掛け合いでTT
氏が歌った内容を踏まえており、ここで同席した
人々から笑い声が上がっている。この促しを受け
たTT氏は「あっちゃー」と言いつつ歌い始める。
そこから掛け合いが本格的に開始される。
　直会で進行する掛け合いで目立つのが、次の歌
い手を決めるやりとりである。前節で触れたよう
に、掛唄は歌い始めてから歌い終わるのに１分強
かかるため、その間にかなりのやりとりを行う時
間的余裕がある。ここで登場する歌い手は次の表
１にまとめた通りである。また、直会における席
の配置を図２に示した（空白の○の大半はIYゼミ
生およびびこの日見物に来た別の大学の研究者で、
保存会関係者も数名同席している）。この場面に
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おける掛け合いの全体は事例４の通りである。

【事例４】2012年の直会
01　TT：	さっき兄貴と　約束したな　来年私が　

優勝だ
02　NS：	嘘も方便　考え甘い　優勝来年も　俺が

獲る
03　SM：	おめた２人の　優勝旗じゃないよ　来

年は私が　勝（つ）います

04　GH：	優勝旗と　四、五年の　別れの私　来
年は来るぞと　優勝旗が言うよ

05　OH：	回を重ねて歌って（うだって）来たよ　
来年は必ず　優勝する

06　GH：	年の数なら　今年で四十六回　連続出
場は　わしだけだ

07　SY：	あなた四十とか　言うてるけれど　五十
回越えてる　私です

08　MS：	お人好しの　私でした　緊張しないで　
優勝する

09　NS：	世のあけまで　平和がええだよ　無駄な
争い　やめないか

10　MS：	それとこれとは　違うものよ　わた
しゃ一度も　もらってない

　まず事例４の01から02へのターン交替を見て
みよう。TT氏が「優勝だ」という歌詞を歌い出し
たところで、次の歌い手を決めるやりとりが始ま
る。まずTT氏が「優勝」まで歌ったタイミング
で、SM氏がとなりのOH氏になにか話しかけた後
おもむろに立ち上がる。これにやや遅れてNS氏
も立ち上がる。SM氏は手を挙げて次のターンに
歌うことをアピールするものの、TT氏がNS氏の
方を見ており、NS氏も（おそらく視界にSM氏が
入っているものの）TT氏の方しか見ておらずア
ピールが無視されていること、TT氏の歌が基本
的にNS氏に向けられていることを察してか、NS
氏をちらりと見たあとすぐに座って次のターンを
NS氏に譲っている。そうしてTT氏の歌の末尾に
被せるようにして始まったのが02のNS氏のター
ンである。
　次の02から03へのターン交替では、01から02

表１　2012年の直会で登場する歌い手（事例登場順、経歴は2012年時点）

名前 年齢（2012年当時） 2012年成績 大会における経歴
TT 57 優良賞 優勝経験無し
NS 63 優勝 2012年を含め優勝14回
SM 64 優秀賞 2012年まで優勝経験無し。2013年初優勝
GH 68 優良賞 前年度に連続出場45年で表彰。優勝４回
OH 77 優秀賞 優勝７回
SY 84 優良賞 ２年前に出場回数50回で表彰。優勝１回
MS 50 優良賞 優勝経験無し
IY 57 優良賞 N大学教授。2009年よりゼミ生とともに参加

＊優勝＞優秀賞＞優良賞の順でランクが高い

図２　2012年の掛唄大会直会における配置
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とは異なるやりとりが見られる。それはジャンケ
ンである。美郷町の「全県かけ唄大会」では通常
ジャンケンでターンの順番を決めているが、金澤
八幡宮伝統掛唄大会では最初から歌う順序が決
まっているため（先に呼び出されたほうが「先
攻」）、本番でジャンケンは行われない。ここのや
りとりはTT氏が01を歌い終わってからもずっと
立っている状態から始まる。NS氏が「優勝来年
も」と歌ったタイミングでまずGH氏が手を挙げ
て立ち上がる。それを見てTT氏を含め座ってい
る人々が笑う。NS氏が「俺が獲（る）」と歌って
いるあいだGH氏は周りを見回すが、この時点で
のTT氏の態度は曖昧で、次に歌を返すつもりな
のかどうか判然としない。ところがNS氏が歌い
終わりのフシを歌い始めたとたん、今度はGH氏
の隣に座っていたSM氏が立ち上がる。そこでGH
氏は完全にSM氏のほうへ向き直ってSM氏とジャ
ンケンを始める（図３）。これによって次の歌い
手がGH氏かSM氏のどちらかになることが確定し
たと理解したのか、ジャンケンが始まるのを見
たTT氏はジャンケンが終わるのを待たずに座り、
次のターンを取る意志がないことを示す。ジャ
ンケンはNS氏が歌い終わる前に決着がついてGH
氏が負け、GH氏はSM氏の肘をはたいて座る。こ
の励ましに応じるようにSM氏は肩を上げて息
を吸う。そこでまだNS氏の歌が続いていたため
か、さらにもう一度息を吸って、NS氏が歌い終
わって座るタイミングで次の03の歌を歌い始め
る。なお、ジャンケンは03から04および07から
08でも見られ、いずれも笑顔で行われていた。
　次に注目されるのは事例４の06から07への
ターン交替の場面で見られた、ターンを譲るシー
クエンスである。04の「出場は」を歌っているタ
イミングで、まずMS氏がゆっくりと立ち上がる。
これはここまでのターン交替よりもかなり早いタ
イミングである。そこでMS氏はしばらく手持ち
ぶさた気味に立ったまま周囲を見回している。と
ころが、MS氏とはGH氏を挟んだ反対側に座って
いる（図２参照）SY氏が、隣に座るOH氏や向か
いの人の促しに応じる形でMS氏よりかなり遅れ
て立ち上がる。これを見てMS氏はあっさりSY氏
のほうに左手を差し出してターンを譲るのである。
このMS氏の身ぶりとGH氏の着席はほぼ同時であ
り、直後にSY氏は07の歌を歌い始める。

　ジャンケンによるターン交替を経た08から09
へのターン交替でも興味深いやりとりが観察され
た。まず「優勝す（る）」と歌っているときにNS
氏が立ち上がるそぶりを見せる。NS氏の向かい
にいるGH氏がこれに対し中腰のNS氏と目を合わ
せ、頷いて手を上に差し上げる身ぶりをしてNS
氏が立ち上がることを許可するようなそぶりをし、
NS氏はそれに従って立ち上がる。そのままNS氏
はMS氏が歌い終わるのを待ち、MS氏が歌い終わ
りながら座ると同時に09を歌い始めるのだ。
　最後の09から10へのターン交替では、ここま
でよりやや射程が長く目立たないやりとりが行わ
れている。まずNS氏が「やめないか」の「やめ」
まで歌った瞬間にGH氏が手を挙げる。ところが、
これまでとは異なりGH氏は立ち上がることはせ
ず、挙げた手をすぐ引っ込めてしまう。それを見
ていなかったMS氏が、最後のフシをNS氏が歌い
はじめたタイミングで立ち上がる。NS氏が「やめ
ないか」の「か」を歌い始めたときにGH氏はちら
りと立ち上がっているMS氏のほうに視線をやり、
すぐに前に顔を戻す。そして、NS氏が歌い終わ
るのを待ってMS氏が10を歌い始める。
　MS氏が事例４の10を歌い終わった時点で、誰
も立ち上がっている者はいなかった。MS氏が歌
い終わって座ると、拍手のみが鳴り響き、TT氏
は「誰か続けや」と会場にいる人々に呼びかける
が、それに応える者はいない。このTT氏の呼び
かけ直後、事例５に示したように会長KY氏はIY
氏に歌うよう促し、最後の掛け合いが行われる。

【事例５】2012年直会の掛唄終了場面15）

29　KY：IY先生、どうぞ。
30　IY：	“油断大敵　いつかはいつか　優勝旗が

さっきから越後へ　行きたいと　言っ

図３　直会におけるじゃんけんの様子
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てます”
31　GH：	“優勝旗が　２本なら　地元に１本で　

にがたの越後へ　１本やる”
32　KY：	このひとがた全然声枯れてないでしょ？

一晩いるのに、なあ、すごいんだよ。

　事例５の31行目では、GH氏はまず手を挙げて
周囲を見渡しながら立ち上がり、ほかに立ち上が
る歌い手がいないことを確認している。そして歌
い終わるとともに着席する。すこし間を開けて、
KY氏が続く32行目のように語り出し、そのまま
掛け合いは終わる。
　掛け合いはこのように自然消滅的に終息するこ
ともあれば、なんらかの「締めの唄」が歌われる
こともある。2012年の場合は事例５のやりとり
が終わり、会長が退席したかなり後で事例６のよ
うに締めの唄が歌われた。

【事例６】2012年直会の締め
GH：	はいみなさん、大変、朝の直会ご苦労様でし

た。んで、笛がないのでずっと歌ってきま
した。だけれども、ここで、優勝者の、NS
さんに、締めを歌ってもらって、歌のほう
を終わりたいと思います。どうかみなさん。

会場：（拍手）
NS：	“眠い気持ちは　正直ばなし　歌う人たち　

皆バカだ” みんな、みんなバカだ！

　締めの唄は2009年と2013年でも歌われている。
いっぽう2014年では地元の歌い手がみな直会の
時点で喉の調子が悪くなっていたため締めは歌わ
れなかった。
　こうした直会における掛唄の特徴は、勝負と無
関係に歌いたければ歌う、純粋に楽しみのために
掛け合うという点にある。KY氏は事例５の32行
目の発話（周囲に座るN大生など地域外からの
客に向けられている）に続けて「（直会の掛け合
いは）勝ち負けを超越して、うん、なあ、凄い
んだ」と言っている。TT氏もこのとき周囲に座
るIYゼミの学生たちに「直会のときに歌う歌はよ
お、ほんとにいいもんだなって。肩の力えがらで
な（＝肩の力抜いてな）。それが本音な」と話して
いる。これが明瞭に現われているのが直会におけ
る掛け合いのターン交替におけるやりとりである。

２人立ち上がったときに交わされる事例４のジャ
ンケン（02→03、03→04、07→08）は実に楽しそ
うに行われているし、次のターンを取る意志があ
ることを示す挙手や起立はあくまで自発的に行わ
れている。
　ただ、こうしたターン交替のやりとりにおい
てさまざまな配慮が働いていることも確かであ
る。これが最も顕著なのが事例４の06→07の場
面である。ここでかなり早くから次のターンを
取る意志を示している（ように見える）MS氏が
あとから立ち上がったSY氏にターンをあっさり
譲った理由には、06の歌詞の内容に張り合う内
容を歌える最も適切な歌い手がSY氏であること
もあるだろうが、同時にSY氏が歌い手のなかで
最高齢であり、MS氏を含む歌い手たちから敬意
を払われている人物であることが大きい16）。また
08→09の場面におけるNS氏とGH氏のやりとりか
らは、立ち上がる前にも次にターンを取るための
交渉がありうることがわかる。ここでNS氏がGH
氏に許可を求めてから立った理由は、GH氏のほ
うが年長であること、GH氏も歌を返しうること
などが考えられるが、ここでのやり取りからだけ
でははっきりしたことはわからない17）。
　以上の観察から、直会における掛け合いは優勝
という目標がないぶん大会本番より「遊び」らし
く［梶丸 2013］自由に楽しく進行していること、
誰が歌うかについては候補に名乗りを上げた歌い
手相互の（掛け合いとは別の）交渉で決まってい
ることがわかる18）。
　いっぽう、直会における掛唄の開始と終了はど
うだろうか。観察されたすべての事例において、
掛唄の開始のきっかけは保存会会長にある。NS
氏はいつも歌い始める前になんらかの口上を述べ
ていたり、「会長のご指名ですので」と一言述べ
てから歌い始めることも、掛唄の開始が会長とい
う制度的な力の影響を受けていることを示してい
る。さらに毎回歌い手が優勝者のNS氏であるこ
とも、直会の場が掛唄大会に付属するものである
ことを示すものである。
　これに対し、直会における掛け合いの終了は
「単に次の歌が出ない」か「時間が来て締めの唄が
歌われる」かのどちらかのパターンをとっている。
これらはいずれも西村の「倦怠のみが遊びをやめ
させる」［西村 1989：111］という指摘や、社交
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や遊びの場が時間的制限を受けている［ホイジン
ガ 1973：34］ことに対応している。

Ⅳ	 社交体としての掛唄の場と	
社交としての掛唄

１　社会と社交の連関
　さて、以上のような掛唄の場はどのように理解
することが妥当だろうか。掛け合う２人の歌い手
は相互行為の単位として最小の社会であるが、明
らかに掛唄は、シーガーや中原が描き出したよう
な村や地域に根ざした社会を直接的に再生産する
システムではない。掛唄は地域社会に支えられな
がらそこから区切りとられ、枠付けられた相互行
為である。つまり以前ホイジンガ［1973］やカイ
ヨワ［1973］、西村［1989］を参照しつつ論じた
ような、（１）限定性、（２）規則性、（３）本来
的娯楽性、（４）反復性を持った行為という意味
での「遊び」である［梶丸 2013：258-259］。そ
して第Ⅰ章で触れたように、掛唄大会に直接参与
する人々の集団はオークショットが論じた「社交
体」として見ることができる。
　オークショットは「社交体」を、対になる概念
の「統一体」とともに、人間の社会秩序について
の様態を表わす概念として用いた［中金 1995：
250］。オークショットによれば社交体とは（統
一体とは反対に）「共通の実質的な目的を追求し
利益を増進するくわだてに従事するために結びつ
くのではない」集団であり、「法的には協定や合
意に基づいており、協働することではなく行為に
おけるある特定の条件の権威を認めることとして
理解される」。社交体の構成員は時に共通の利益
のために協働することはあっても、基本的にはそ
れぞれの利益や目的を追求する。しかしながらそ
れでも目的の追求や達成とは関わりのない、行い
に関するルール（法）の権威を継続的に認め続け
るという点で互いに結びついている［Oakeshott 
1975：201］。こうした関係性の在り方は原則と
して、友人関係に見られるように相互的に選びと
られる。また社交体には統治者（ruler）がいる
こともあるが、これは社交体の構成員間の関係
を成立させる諸条件（＝ルール）の守護者であ
り執行者であって（社交体構成員の）財産の所
有者でも信託者でもなく、その活動の管理者で
もない。彼の関心は饗宴の「作法」にあり、その

任務は会話を続けさせることにあるのであってな
にがそこで言われるのかを決定することではな
い［Oakeshott 1975：202-203］。ちなみに、オー
クショットの言う「会話」とは外的な利益をもた
らすためではなく、さまざまな言説、多様な声を
交わすことそれ自体が目的となるような遊戯的
行為のことである［オークショット 2013；水谷 
2005］。第Ⅰ章で述べたように必ずしも「社交体」
とジンメル的社交は一致しないが、社交体の典型
例としてジンメル的な社交空間は捉えられる。
　掛唄が歌われる場において、歌い手たちは集団
で協働してなにか実生活における実利を達成する
ために集まっているのではない。大会では優勝旗
を手にするためにそれぞれが歌の腕前を競うので
あり、直会では勝負を離れて掛け合いを楽しむた
めに歌う。掛け合いで歌われる内容は地域におけ
る社会生活に対する実際的な効果を生むことも
ない。奇しくも2012年の直会において、IYゼミ
卒業生のMT氏がNS氏の妻をNS氏と取りあうよ
うな掛け合いをしたことについて、GH氏は「歌
い終わればなんにもないの」と周囲のIYゼミ生た
ちに説明していた。掛唄大会でなにを歌おうとも
それは掛唄の外には持ち出されない。掛唄は日常
生活とは結びつかず、歌のなかでは好きなことを
歌ってよいのだ。
　また保存会、なかでも会長であるKY氏はこの
社交体の「統治者」と見なすことができる。彼ら
の任務はつつがなく大会を運営し、直会で歌い手
にくつろいで歌を歌ってもらうことにある。大会
では仙北荷方節からはずれた歌い方をする歌い手
に対して会長が叱ることがまれにあり、「どう歌
うか」についての規範に言及することもあるが、
「なにが歌われるか」については（大会後の講評で
苦言を呈することはあっても）基本的にタッチし
ない。保存会を代表する会長が関与するのは掛唄
の「作法」であって、掛唄の内容ではない。そし
てその作法、すなわち掛唄のゆっくりした歌い方
やそれによって生まれる、そしてきちんとフシを
守って歌うことは、社交的態度をもたらす装置と
なっている。
　とはいえ掛唄の場が完全に歌い手や保存会の
人々が暮らす日常的な社会から切り離されている
わけではない。注２で述べたように、ジンメルも
社交が日常的な社会生活と繋がっている必要があ
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ることを指摘している。掛唄はGH氏が言うよう
に「歌い終わればなんにもない」ものではあるが、
掛け合いの内容にはもちろん歌い手のさまざまな
現実の社会生活に属する事柄や、掛唄大会におけ
る経歴が付随してくる。2012年の直会で歌われ
た掛け合いには歌い手たちの掛唄歴が色濃く反映
されていたし、事例２の掛け合いにはIYゼミの若
い女子学生たちの存在と、TT氏が例年娘と行っ
ている親子対決がないという背景があった。また
前章で述べたように、直会の掛唄におけるターン
をめぐる相互行為には歌い手同士の日常的な社会
関係がにじみ出ていた。だがこうした要素は掛唄
においてそれほど真剣に取り扱われるわけではな
く、せいぜい言及されても冗談の種程度の役割し
か果していない。掛唄はさまざまな実社会的コン
テクストを取り込んで歌われる一方、それが実社
会的コンテクストに返されることはない。掛唄は
基本的に「歌い終わればなんにも」なく、現実の
社会生活には影響を及ぼさない。結局、繰り返し
になるが掛唄はそれを支える地域社会を再生産し
たりはしないのである。
　音楽が共同体を再生産する機能を描いてきた民
族音楽学からするとこの知見は一見残念なことの
ように思えるが、そうではない。掛唄が生み出し
ているのは社交体なのだ。歌い手たちは社会関係
という面において、掛唄大会からほとんど何事も
持ち出さない。掛唄が上手だろうが下手だろうが、
日常的な生活にはほとんどなんら影響がない。持
ち出されるのはただ優勝旗やトロフィー、そして
それほど高価ではない副賞ばかりである。だから
こそ掛唄の場が（不完全であるにしろ）社交体と
して成立する。
　この社交体を支えているのが保存会という「統
一体」である。オークショットの言う「統一体」
は社交体の裏返しであり、同じ目的を共有する個
人の集まりを意味する［Oakeshott 1975：203］。
保存会の目的は毎年掛唄大会をつつがなく開催す
ることであり、保存会の役員たちはそのために毎
年働いている。なおオークショットは統一体を、
それ自体が「人格（Person）」あるいは人格（a	
person）であるような人々のパートナーシップで
あるとしているが［Oakeshott 1975：203］、金澤
八幡宮伝統掛唄保存会は秋田県指定無形民俗文化
財の保存者として指定されている点でも統一体的

である19）。
　掛唄大会に集まる歌い手という社交体は確かに
保存会という統一体によって支えられているが、
それだけで歌い手が集まるわけではない。では、
この社交体を駆動させているのはなにか。最後に
これを、掛唄の規則と「楽しさ」から考察してみ
たい。

２　社会性と相互行為のエンジン 
――「楽しさ」が駆動する社会

　人が相互行為をし社会を作る能力のことを社会
性（sociality）という。社会性について生物学や
心理学、言語学、人類学、社会学などを結び付け
て論じた論集において、編者であるエンフィール
ドとレヴィンソンは、心理的社会的傾向や相互行
為を組織する原理、そして具体的な相互行為実践
といったものからなる複合体に幅広く働いてい
る「自己中心の原理からはずれた協調性と利他
的な本能」［Henrich	et	al.（eds.） 2004］、集団で
生活しようとする個々人の（妥協やメカニズム、
社会集団を維持するための手段を含む）志向性
［Sussman	and	Chapman 2004］を実現する能力と
して社会性を定義している［Enfield	and	Levinson 
2006：31］。そして人間の社会性が表われる現象
が（１）個人レベルに存在する「相互行為エンジ
ン」、（２）相互行為レベルにある「相互行為マト
リックス」、そして（３）社会文化的レベルにあ
る「社会文化的フレーム」の三つに切り分けら
れると論じる［Enfield	and	Levinson 2006：26-
27］。さらにレヴィンソンは「相互行為エンジン」
が文化や社会を通してチューニングされた生物学
的・心理学的基盤に立っており、それがいわゆる
「心の理論」などによって構成されているとする
［Levinson 2006］。
　レヴィンソンらの議論は学際的な研究プロジェ
クトを精緻に組み合わせて多面的に社会性を論じ
たものであるが、ひとつ欠けているものがある。
それはエンジンを動かすアクセル、すなわち動機
付けである。もちろんレヴィンソンらが分析の俎
上に載せている対象はほとんどが日常的な相互行
為であり、そこでは社会哲学者の今村が論じたよ
うな、実利的・生存に直接的に利するためという
動機を考えることができる［今村 2016］。だが本
稿が対象とする掛唄にははっきりとした利害を想
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定することができない。というより、社交的な相
互行為は定義上、一般にそうしたことを前提にす
ることができない20）。では、なにが掛唄を突き動
かしているのか。
　その答えのひとつとなるのが、「社交的会話の
楽しさ」である。水谷は（水谷［2005］の続編と
して）（社交的）会話の倫理学的可能性について論
じるなかで、「会話においては、それが「楽しい」
ということだけが参加へのインセンティブであ
る」と指摘している［水谷 2008：11］。掛唄は歌
による、ジンメル的な意味で社交的な会話である。
そして掛唄はさまざまな装置によって適度の緊張
感が与えられて社交の楽しさ（すなわち「社交的
価値」［ジンメル 1979：78］）が増すようにでき
ている。歌い手にとって、掛唄は楽しいばかりで
はない。TS氏は2011年のインタビューで掛唄に
ついて「緊張するばかり。（掛唄のいい所は）あえ
て言えば達成感ではないか」と述べていた。Ⅲ章
で述べたように、大会ではいつ出番に呼ばれるか、
いつ掛唄を止める笛が鳴らされるかがわからない
ことや、相手の歌にすぐ返さなくてはならないと
いうことが歌い手に緊張感をもたらしている。だ
がこのTS氏の言葉は、緊張感が掛唄の達成感や
面白さをさらに引き出していることも示唆してい
る。さらに、掛唄の掛け合いにはフシがつくこと
によって通常の会話ではありえない長い「待ち」
の時間が発生する。これがもたらす掛け合いの間
によって歌い手は若干の余裕を持ちつつも懸命に
返歌を考えるのだが、聴衆も次になにが歌われる
のかを楽しい緊張感を持って待ち、直会では次の
歌い手選択のプロセスを含めて楽しく待つ。さき
に社交的態度をもたらす装置として挙げた掛唄の
フシは、会話を引きのばし展開を遅らせることに
よって掛唄ならではの楽しさを聞き手にもたらし
ているのである。
　楽しさは大会を準備する保存会の側にもある。
熊野神社の「全県かけ唄大会」を主宰している保
存会の会長は、2013年に行ったインタビューで
大会運営の大変さについて語ったあと、最後に

「やっぱ、掛唄がおもしろいからみんなやってる
んですよ」と言った。本稿でおもな分析対象とし
ている金澤八幡宮伝統掛唄大会も同様である。金
澤では大会名にあるように「伝統」が前面に出て
いて掛唄にもよく「伝統」が話題となるが［梶丸 

2016］、だからといって楽しさが意識されていな
いわけではない。聴衆も保存会の人々も、歌詞を
メモしたりしながら掛け合いを楽しんでいる。こ
うして、掛唄は歌を交わす人々の実践を駆動する
エンジンを動かすアクセルの役割を果たしている
のである。
　加藤（編）［2007］にあるように、掛唄の場は
これまで数多くあったのがかなり減少して今に
至っているし、本稿で対象としている金澤八幡宮
伝統掛唄大会もかつてに比べるとかなり衰退して
いるため、以上の考察は「なにが掛唄の社会を駆
動しているのか」という疑問に対する答えのうち
の必要条件を論じたものにすぎない。だがそれで
も、「楽しさ」が持つ、社会を生み出し駆動する
力について再考してみてもよいのではないか。
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注
１）sociétéがもともと社交を意味していたことは間
違いではないだろうが、菊谷が主張する「社会」
概念の起源は若干疑問がある。市野川は「社会的

（social）」および「社会的なもの（the	social）」の系
譜をたどるなかで、socialという語がフランス語に
普及するうえで最も重要な役割を果たしたとして
ルソーの著作を取りあげており、そこにsociétéと
いう名詞が多用されていることを指摘している［市
野川 2006：96］。市野川はこの名詞についての考
察は行っていないが、この著作で引用されている
用例を見る限り、ルソーも「全体社会」的な意味で
この名詞を使っていたのではないかと思われる。

２）ちなみにジンメルが、あまりに生活のリアリティ
と切り離されても社交は形骸化してしまうため、
ある程度は現実の人間の活動と結びついている必
要があるとも述べている点には注意が必要である
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［ジンメル 1979：89］。
３）たとえば言語人類学の教科書であるDuranti
［1997］では三分の一近くが会話分析の解説に充て
られている。

４）アメリカにおける言語人類学の変遷については
Duranti［2003］を参照。

５）オークショットは社交体の例として「友人たちや
隣人たち、法廷の原告、共通の言語を話す人々」を
挙げており［Oakeshott 1975：201-202］、明らか
にジンメルの言う「社交」より広いやりとりの在り
方が想定されている。

６）掛唄の概要については梶丸［2014］により詳細な
まとめがある。

７）このほかにも、まれに地域の敬老会で歌い手が呼
ばれたり、1990年にアジア民族芸能祭に呼ばれた
ように、学術・芸能関連のイベントに招かれて歌っ
たりすることがある。

８）後述するように、ジュニアの部の出場者は基本的
に地元の中学校における「総合的学習」の時間に掛
唄を習った生徒とその卒業生である高校生であっ
たが、この中学校が2012年度に統廃合でなくなる
と参加者が減少し、2015年はジュニアの部が開か
れなかった。2016年以降はジュニアの部で「よこて
掛唄チャレンジキッズ」として小学生による掛唄が
披露されている。

９）秋田魁新報の記事によると、1992年には金澤八幡
宮の大会に300人の聴衆が詰めかけていたとされる

［秋田魁新報 1992］。熊野神社の大会では1982年は
200人［秋田魁新報 1982］、1979年には600人［秋
田魁新報 1979］の聴衆が詰めかけていたとされる。
現在はどちらの大会も聴衆は多くてせいぜい30人
程度である。

10）保存会の大会記録によると1996年には参加者が
26名あったのが、全体的傾向としては減少を続け、
2004年頃には現在と同じ水準になったようである。

11）金沢は明治期以降「町」であったが、1950年代後
半に横手市に全体が編入されたあと北部が当時の
仙南村（現美郷町）に分離編入されたため、地域が
二つの市町にまたがっている。本稿では便宜上金
澤八幡宮に面する街道沿いの集落を含む八幡宮か
ら車で10分以内程度の地域を「金沢地区周辺」とす
る。

12）協賛金は掛唄のほかに奉納相撲大会やプロ歌手の
民謡ステージといったイベントにも分配される。

13）副賞は地元の企業から提供される納豆、清酒、手
ぬぐいなどである。

14）筆者が参加できなかった2013年についてはN大

学IYゼミより映像資料をいただいた。
15）細かい発話を含めた全体の行数であるため、事例
４とは行数が異なっている。事例５、事例６の引
用符（“　”）は歌っている箇所を示す。

16）2012年に行ったインタビューによると、MS氏は
SY氏の「なんとも味がある」フシにあこがれて掛唄
を始めたという。

17）ここでの相互行為はさらに詳細に分析する余地が
あるが、これについては今後の課題としたい。

18）ちなみに2009年や2014年にはGH氏のみ座ったま
ま歌う場面が見られた。また2011年の直会の掛け
合いでは多くの掛け合いが座ったまま歌われてお
り、必ずしも2012年のような「立っている」「座っ
ている」という二分法が成立するわけではない。

19）ここでの議論は現代社会を「政府という名の統一
体に統治された社交体」と考えた小菅［2008：76］
の論考を参考にしている。小菅が指摘するように

［小菅 2008：75］オークショットは（そしてジンメ
ルはなおさら）、社交や社交体がなにによって支え
られているのか、さまざまな点で異なる程度に社
交体的／統一体的な諸社会がどのように結びつく
のかといった社会間の多層性や関係性について具
体的に論じていない。本稿第Ⅳ章はこれに対し小
菅とは異なる具体的な事例から考察したものでも
ある。

20）なお、今村の社会論全体に本稿のいう社交的関
係性が登場しないわけではない。今村はフーリエ
を経由してマルクスの労働論のなかに「アソシアシ
オン」という概念を見出し、それを「楽しい」労
働、非対象化的労働の結合作用として論じた［今村 
1992：Ⅲ部第２章］。
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（2017年11月15日採択決定）

A	Society	Driven	by	Reciprocal	Singing	

Gaku	 Kajimaru
［kakeuta,	society,	pleasure,	Akita	Prefecture,	reciprocal	singing］

The	Case	of	Kakeuta	in	Akita	Prefecture,	Japan

　The	term	“society”	is	often	used	to	designate	some	abstract	existence,	but	it	also	has	a	more	concrete	
meaning	in	terms	of	the	social	interactions	between	people.	According	to	Giddens,	the	term	currently	has	two	
main	senses:	a	unity	of	people,	and	the	generalized	connotation	of	social	interaction.	Both	of	those	meanings	
are	distinguished	in	the	Japanese	language:	the	former,	namely,	society	 in	the	narrow	sense,	 is	shakai,	
and	the	latter,	social	association,	is	shakō.	Though	cultural	anthropology	and	ethnomusicology	often	focus	
on	shakai,	the	social	phenomena	that	are	directly	observable	are	not	shakai	（the	abstract	unity	of	people）	
but	rather	shakō	（concrete	human	interactions）.	As	Simmel	discussed,	social	associations	are	of	essential	
importance	when	discussing	society.	The	methodology	for	the	analysis	of	social	interaction	has	long	been	
sophisticated	in	both	ethnomethodology	and	conversation	analysis.	This	paper,	adapting	the	methodology	of	
disciplines	analyzing	video	data,	combining	its	results	with	an	ethnographical	description	of	society	（in	the	
narrow	sense）,	aims	to	clarify	how	kakeuta,	a	reciprocal	style	of	singing	in	Akita	Prefecture,	Japan,	has	been	
organized	into	the	kind	of	society	referred	to	by	Oakeshott	as	societas,	which	is	sustained	by	the	preservation	
society	visible	in	Oakeshott’s	universitas,	and	which	is	what	drives	the	society	of	kakeuta.
　Kakeuta	is	a	type	of	reciprocal	singing	mainly	occurring	during	two	festival	competitions	that	take	place	
in	Akita	Prefecture.	It	is	sung	with	a	fixed	melody	borrowed	from	a	local	folksong	known	as	Senboku Nikata 
Bushi,	with	completely	 improvised	mora-counting	verses.	Any	topic	can	be	presented	in	the	reciprocal	
singing.	This	paper	mainly	examines	the	social	relationships	of	the	participants	and	their	social	interactions	
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during	a	competition	held	at	Kanezawa	Hachimangu	Shrine,	which	originated	 in	a	drinking	party	 that	
accompanied	an	annual	ritual	of	the	shrine.	Throughout	its	history,	kakeuta	has	had	a	well-ordered	singing	
style,	and	the	management	of	the	festival	competition	has	also	been	well	organized.	Currently,	the	contest,	
known	as	the	Kanezawa	Hachimangu	Traditional	Kakeuta	Contest,	is	managed	by	a	preservation	society.	Held	
annually,	the	contest	takes	place	throughout	the	night	one	day	each	September,	with	a	small	closing	feast	
called	the	naorai. 
　Recently,	the	singers	participating	in	the	competition	have	mainly	been	older	people	in	their	50’s	to	80’s,	
along	with	a	professor	and	several	students	from	a	university	in	Niigata	Prefecture.	The	competition	used	
to	be	very	popular	until	the	1980’s,	but	has	since	lost	popularity,	while	the	average	age	of	the	singers	has	
increased.	According	to	an	investigation	of	the	social	relationships	among	the	singers,	it	is	difficult	to	claim	
that	kakeuta	singing	reproduces	the	local	shakai,	as	the	kakeuta	singers	do	not	normally	keep	in	touch	with	
each	other	in	their	daily	lives.	While	some	of	them	do	maintain	relationships	with	each	other,	as	neighbors	
or	friends	sharing	a	similar	interest	in	folk	songs	or	joining	folk	song	amateur	clubs	and	contests	together,	
none	of	them	keeps	a	close	daily	relationship	with	the	others	merely	on	account	of	being	a	kakeuta	singer.	
On	the	contrary,	 the	members	of	 the	Kanezawa	Hachimangu	Traditional	Kakeuta Preservation	Society	

（which	manages	the	annual	kakeuta competition	in	the	Kanezawa	Hachimangu）	are	recruited	from	the	local	
community,	the	kakeuta shakai.	Kakeuta	is	thus	sustained	by	the	local	shakai.	Meanwhile,	upon	observation	
of	the	interactions	in	the	kakeuta	contest,	one	notices	that	the	singers	are	enveloped	in	a	tense	atmosphere,	
having	to	wait	their	turn	without	any	advance	notice	from	the	panel	of	judges.	When	their	turn	does	come,	
they	need	to	think	quickly	about	how	to	make	their	sung	response	while	their	counterpart	is	singing.	Although	
the	whole	interaction	in	this	contest	is	organized	as	“play,”	the	singers	have	an	earnest	purpose,	namely,	
competing	for	the	“honorable	champion”	flag. 
　In	contrast,	during	the	closing	naorai	feast,	the	singers	sing	kakeuta	more	freely	and	playfully	than	in	the	
contest.	Though	the	first	lines	of	the	kakeuta	sequence	in	the	naorai are	typically	suggested by	the	chairman	
of	the	preservation	society,	the	subsequent	sequences	are	sung	voluntarily	by	the	singers	mainly	for	their	
own	pleasure. 
　According	to	an	ethnomethodological	analysis	of	 the	sequence	of	kakeuta	 in	the	naorai of	2012,	 the	
ordering	of	 the	respective	singers	was	negotiated	alongside	the	kakeuta	singing	 itself.	The	negotiation	
consisted	of	such	playful	aspects	as	the	“rock-paper-scissors”	game,	along	with	a	consideration	of	the	singers’	
relationships	in	their	daily	lives.	While	the	kakeuta	singing	in	the	naorai	does	have	something	to	do	with	the	
contest	itself,	as	it	starts	under	the	control	of	the	chairman,	it	is	much	more	playful	than	the kakeuta	sung	
that	takes	place	in	the	contest.	The	kakeuta	practice	can	thus	be	seen	as	a	kind	of	“play”	in	the	sense	defined	
by	the	author	in	earlier	publications,	based	on	Huizinga	and	other	scholars.	Moreover,	the	performance	is	
not	a	reproductive	system	of	the	local	shakai,	as	several	ethnomusicological	ethnographies	have	shown,	but	
does	seem	to	generate	a	society	close	to	Oakeshott’s	societas,	in	which	people	do	not	carry	out	conversations	
for	any	practical	purpose	but	simply	for	enjoyment.	From	that	viewpoint,	the	kakeuta	preservation	society,	
particularly	its	chairman,	can	be	viewed	as	a	sort	of	“ruler”	regulating	the	way	people	interact.	The	well-
tempered	atmosphere	of	kakeuta	singing	also	seems	essential	to	the	quality	of	societas,	which	is	sustained	by	
the	preservation	society,	as	can	be	seen	as	Oakeshott’s	universitas.
　In	the	society,	kakeuta	functions	as	an	“engine”	driving	Simmelian	social	interaction	or	shakō	by	regulating	
the	interactions	among	the	singers.	One	of	the	motivations	of	the	“engine”	is	the	pleasure	derived	from	the	
manner	and	rules	of	kakeuta.	Although	that	pleasure	may	not	be	the	only	motivation	for	the	engine,	the	power	
of	pleasure	in	creating	and	maintaining	society	ought	to	be	reconsidered.
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