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静岡県 の民謡再発掘 とその発展的創造 、
現代的奏演 に向けての
調査研究報告
A report on research for refinding and recreating folk songs,and their contempo五 zed
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は じめに
本調査研究 は、現在 の静岡県 の民謡伝承実態を調査 し、1980年 代 に採集 されたテ ー プ音源 と比較研
究す るとともに保管整理する こ と、 さらにその 中か ら音楽的素材を発掘 し、現代 に適 合 した民謡 とし
て再創造す る こと、また教育現場 での援用 が容易な表演技術 を開発 し、その表演 を行 うことを目的 と
してい る。 これは、地元民謡 の伝承 が衰退す るなかで、過去 の調査 による貴重な録音資料 の保管状 態
や、それ らの一部 が採譜 ・ 出版 され ているものの、実際にはほとん ど活用 され ていない現状 を改善す
る必要性 を感 じた筆者 3人 が、 立ち上 げたプ ロジ ェク トで ある。それぞれ の専門性 (大 槻 が作曲、柳
沢が ピアノ演奏、小西が音楽学)を 生かす ことで、過去に採取 された民謡 を教育現場や地元産業界 に
還元 で きるようなかたちに再創造 し、音 として表演す る ことによってみ んなに親 しまれるもの とし、
地域活性化 のための資源 とすることを目論むもので ある。
その実現 に向けて、平成 16年 5月 か ら 3ヶ 年 の計画を策定 し、調査研究を開始 した

1。

平成 16年 度

は、前半期 は主 として過去 のテ ープ録音な ど音源 資料整理 と先行文献収集、先行事例調査 お よび地元
の民謡へ のニーズ、民謡 の伝承 に関す る聞き取 り調査 か ら着手 し、後半期 には地 元音楽関係者 な どを
交 えた音楽表現検討会 を行 い、来年度 に実施す るワー クシ ョップ準備を行 うこ とにな つてい る。本編
は、その前半期分 にあたる 9月 まで 4ヶ 月間 に行 つた調査概要を報告するもので ある。
この間、計画時 か ら修 正 した事項 としては、対象を 「静岡県 の民謡」 か ら、茶節、茶 もみ唄、茶摘
み唄等 の 「茶歌」 に焦 点をあてることにした ことがあげられる。 これは、茶業がかねてか ら県内の産
業や文化 と大 きく関わ つて きた こと、また昨今 では「世界お茶まつ り」が開催 されるな ど、県内で「茶
文化」倉J成 活動 が盛ん にな つてい る こ とを受 けたもので ある。「茶文化」全体 の 中で 「茶歌」を位置づ
ける ことにより、同一地域内における過去 か ら現在 に至る伝承 の変化 とその社会的要因 について、 と
らえやす くなる。地元 の産業界や文化振興 と連携 しつつ、「茶歌」の再創造 と新 しい奏演様式 を開発す
る こ とにより、地域 の活性化 に直結 し、かつ学校 にお ける総合的学習 の時間を使 っての郷土学習な ど
に還 元 で きると考 えた ので ある。
これ らにもとづ き、以下 では調査実施項 目につ いて、1.関 連施設な どの視察 、 2.関 連演奏会・
祭典な どの見学、 3.茶 歌・茶文化 に関す る聞き取 り調査、 4.学 会等 に分類 した上で、調査 目的 に
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よつて整理 し、それぞれ の概要および成果 に関す る簡単な コメン トを整理 した。また、 5.検 討会議
の開催 日と主な議事をまとめた。

1.関 連施設などの視察2
これまで視察 した 17ヶ 所 の関連施設 には、1)民 謡 のアーカイヴスに関する先行事例 となるもの、

2)民 謡 の再創造 に示唆 を与えるもの、 3)現 代的奏演 に関する資料等を保有するもの、 4)茶 歌、
茶文化 に関する情報収集がで きるものが含 まれる。 これ らを調査内容 ご とに整理 し、成果を簡単 にま
とめると次 の ようになる。

1.1

民謡 のアー カイヴスに関する調査

6月 7日 大槻、柳沢、小西
財団法人アイヌ文化振興・ 研究推進機構 (北 海道札幌市 6月 7日 大槻、柳沢、小西
国立民族学博物館情報企画課 (大 阪府吹田市 7月 6日 柳沢、小西
ベル リン州立民族博物館 (ド イツ・ベ ル リン 9月 3日 〜 5日 柳沢、小西
北海道立アイヌ民族文化研究セ ンター (北 海道札幌市

)

)

)

)

これ らの施設では、可能な場合 には担当学芸員 に事前連絡 し、音源映像資料 のアーカイヴスの現状
とそ のデー タベ ース化 に際 しての技術的な問題、インターネ ッ トを合 めた一般公 開 に関する留意点な
どにつ いて示唆 を得た。また、参考 となる先行事例 に関する資料 の提供を受 けた。 とりわ け、情報提
供者 のプ ライバ シーの保護 が大きな問題 である こ とがわか った。

1.2

民謡 の再創造 に関する調査

白老ポ ロ トコタ ンのアイヌ民族博物館

6月 8日

(北 海道白老市

古賀政男音楽博物館 (東 京都渋谷区 8月 22日 大槻 )
シベ リウス博物館 (フ ィンラン ド、 トゥル ク 9月 1日
モーツ アル ト博物館 (オ =ス トリア、ザルツブル グ

大槻、柳沢、小西)

小西)

8月 27日

柳沢)

これ らの施設 では、古今東西 で民謡 がいかに音楽作品 として再倉1造 されたか

(さ

れ ているか)を そ

の歴史的・ 文化的背景 とともに把握 した。 とりわ けアイヌ民族博物館 では、若 い文化 の担 い手 が育成
され、再創造 されたアイヌの歌や舞踊 に参加 してお り、今後 の茶歌再創造 と奏演 による地域活性化 の
参考 にな つた。また、民謡 の再倉J造 を行 つた作曲家 たちにゆか りのある施設 では、そ の後 の保存を考
える参考 とな つた。

1.3

現代的奏演 に関する調査

ヤ マハ ミュー ジック東京 (東 京都 中央区

7月 25日

°

柳沢)

江戸東京博物館 (東 京都墨田区 9月 11日 大槻 )
ベーゼン ドル ファー社 (オ ニス トリア、 ウイー ン 8月 25日

柳沢)

8月 29日 柳沢
ハ イデルベルク書店 (ド イツ、ハイデルベルク 9月 2日 柳沢
ライ プチ ヒ楽器博物館内 CDシ ョップ (ド イツ、 ライプチ ヒ 9月 4日
フュ ッセン市立博物館

(ド イ ツ、フ ュ ッセン

)

)

柳沢)

これ らの関連施設等 では、古今東西 の奏演 に関す る資料収集や奏演を支えて きた楽器

(ピ アノ、ヴァ

イオ リン)に つ いて、製作現場 でのポ リシーやそ の技術 の一端 に触れ たほか、関連資料収集 を行 つた。
これ らを通 じて、奏演 の幅広 い可能性 を再確認するとともに、楽器 の特性を活 か した奏演技術 を向上
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させ るため の参考 にな つた。

1.4

茶文化・ 茶歌 に関する調査

̀

金谷町お茶 の郷博物館 (静 岡県榛原郡金谷町
国立国会図書館 (東 京都千代田区

7月

ツォク、森、青野・土井〕
大槻、柳沢、小西 〔
3)

18日

7月 28〜 29日

柳沢)

ツヴィンガー 宮殿陶磁器博物館 (ド イツ、 ドレスデン

9月

10日

柳沢)

お茶 の須F博 物館 では、茶業中心 の博物館 にお ける国際的な視点や展示 につ いて学び、また民謡 の PC
検索 システ ムの事例を視察 した。またヽ ツヴィ ンガ ー宮殿陶磁器博物館 では ヨー ロッパ の茶器 の歴史
的変遷を掌握 し、18世 紀初頭 か ら東洋 (特 に中国)の 影響 が強 く見 られる こ とを確認 した。これ らか
ら、「茶歌」 の再創造や奏演 が、地域 を超 えた文化交流 の手 がか りとなる可能性 がわ か つた。

2口

関連演奏会・ 祭典な どの見学4

本調査研究 の特徴 ともい えるのは、紙や CDな どメデイア化 されたもののみな らず、演奏会や祭典
な どでの公演 も資料 となる ことである。 これまでに参加 した 10項 目の大小公演 を 1)民 謡 の再創造、

2)現 代的奏演 のいずれ かに深 く関わるかによつて整理 し、その成果を簡単 にま とめると次 の ように
なる。

2.1

民謡 の再創造関係

日本歌曲 コンクール (東 京都台東区

奏楽堂

5月 23日

大槻 )

オース トラ リア・ アボ リジニの レクチャー付 き演奏会 (東 京都港区

国際文化会館

5月

26日

小西

ツォク〕
〔
)
「日本歌曲 コンクール」 では、若手作曲家 による日本語 の詞 を楽曲のなかで活かす試み とその奏演
の現代性 について研究 した。また、レクチャー付 き演奏会 は、オ ース トラ リアの レイ ンフォ レス トレー
シ ョンとい う観光施設 で文化紹介を している二人のアボ リジニが招聘 されて行われた。 これ によ り、
アボ リジニが出身部族 を超えて民族文化を再創造 している実態 と、その可能性 について学んだ。

2.2

現代的奏演関係

東京アカデ ミー合唱団「J.S,バ ッハ 《マ タイ受難曲》全曲演奏」(東 京都渋谷区 オペ ラシテイコンサー
トホール

7月

11日

大槻 )

石川 プ ロスによる等、尺八による演奏 (東 京都新宿区

角筈区民ホール

7月 22日 〜 7月 31日
歌舞伎座 7月 27日 柳沢

第 9回 太平洋芸術祭 (パ ラオ、 コロール
「修善寺物語」 (東 京都 中央区

7月

26日

柳沢)

小西 [井 谷]5)

)

青年歌舞伎公演 「一の谷撤軍記」 (東 京都 中央区

国立劇場小劇場

文楽 9月 公演 「恋女房染分手綱」 (東 京都 中央区

国立劇場小劇場

8月 23日
9月 12日

大槻 )
大槻 )

ス トリー ト・ パ フォーマンス (オ ース トリア、 ウイーン 9月 26日 ほか 柳沢)
ベル リンフ ィル定期演奏会 (ド イツ、ベ ル リン、9月 9日 柳沢)

:

以上 の古今東西 の音楽や舞踊公演 を通 じて、過去 の芸術遺産 を現代化するための奏演技術や表現方
法、舞台 ご とに再創造す るときの視点や エネル ギー、場 に応 じての即興 の展開方法な どにつ いて理解
を深めた。 これ らによつて、程度や手法 の差はあるが普遍的 ともい える奏演 の現代化 の実態を確認す
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るとともに、今後プ ロジェク トでの展開方法を考える参考 にな った。

3.茶 歌・ 茶文化に関する聞き取 り調査6
民謡 の うち「茶歌」に焦点を絞 つた後、「茶文化」とい う観点か ら県内の関連機関に所属する有識者
や経験者等 に聞き取 り調査 を行 つた。 これ らを時系列に沿 つて整理 し、 その成果 を簡単 にま とめると
次 の ようになる。
斉藤善樹氏・ 風間ますみ氏 (茶 文化振興協会

静岡市北番町

藤 田文敏氏 (茶 商工業協同組合 静岡市北番町

6月

1日

6月

1日

大槻、柳沢、小西)

大槻、柳沢、小西)

6月 1日 大槻、柳沢、小西
高崎譲寧氏
茶歌」収集家 沼津市浮島 6月 25日 大槻
大草省吾氏 (茶 農家 島田市牧之原 7月 18日 大槻、柳沢、小西
山村美沙緒氏ほか (特 別養護老人施設カ リタスみわ 静岡市美和 8月 3日
朝比奈 とし江氏 (民 謡伝承者・故加瀬沢品吉氏 3女 静岡市池田 8月 7日
西村予史男氏 (竹 著堂 静岡市呉服町

)

(「

)

)

大槻 〔
)
森、青野、土井〕
。
〔
)
森・土井 青野〕

茶歌 に関する調査 を進める上で、過去か ら現在までの茶文化 に関する資料が集積 されてい ると思わ
れる茶文化振興協会 を最初 に訪問 した。そ こで、関連 資料 の提供を受けるとともに、1979年 に沼津市
浮島地区で茶歌 の音源資料収集 とその五線譜化を行 った高崎譲寧氏 を紹介 された。
その後訪問 した高崎氏 か らは、大正年代 に SPレ コー ドとして収録 された静岡県代表 者 11人 による
茶歌 のカセ ッ トテー プ 2本 の寄贈、およびその収録者 の うち 8名 に関する情報提供を受けた。また、
牧 ノ原茶園開拓 当時 の ドキ ュメンタ リー番組

(テ

レビ静岡)の ビデオテ ー プを拝借す るとともに、そ

の子孫・大草省吾氏 (茶 農家)を 紹介 された。また、大草氏 か らは当時 の昔話 と民謡 (茶 節)の 失わ
れた時期や背景 につ いて貴重な示唆 を得 るとともに、その経営す る茶園を視察 した。
また、藤 田文敏氏、西村予史男氏 ら茶商工業関係者 か らは、茶商工業 に従事す る立場 での現代 にお
ける茶歌 のニーズや再創造、奏演 の場 に関する示唆を受けた。カ リタスみわ では、デイケアー部門で
「音楽療法」 に参加 している山村美紗緒氏 ほかか ら、民謡や唱歌 に関する昔話やその現在 にお ける活
用 と享受 の実態 について情報収集 した。以上 によ り、地域社会や市民 と連携 したプ ロジェク トの推進
の必要性 が再認識 で きた。

4.学

会 等7

以下での学会 で、聴講および口頭発表 とそれに対する質疑応答 によって、民謡 の再倉I造 ・ 奏演 と現
代社会 にお ける技術や民族問題 との接点 について、知見を広めた。

4。

1

聴

講

『ユ ビキタス社会のサウ ン ドスケープ」(日 本サウン ドスケープ協会 シンポジウム 京都市上京区
ンパ スプラザ 5月 30日 小西)
「アイヌ少数民族 の学校教育 における理解実践研究報告」(第 2回 日本音楽表現学会大会
市 北海道教育大学

6月 5日

北海道札幌

大槻、柳沢、小西)

「アメ リカ合衆国東欧移民のアーカイヴス」ほか
大学国際文化学部

キャ

7月 3日 〜 4日

小西)

(日 本国際文化学会第

3回 大会 神戸市灘区 神戸
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4.2

口頭発表

「音楽身体表現集団 丁he Pacific Ed,の 挑戦」(第 2回 日本音楽表現学会大会
育大学
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6月 6日

小西)

北海道札幌市

北海道教

̀

2003年 8月 にグランシップで開催 された「こどもわ くわ くワー クシ ョップまつ り」に参加 した静岡
大学学生か らなる The Pacific Eelsの 活動内容な どを紹介 し、地域 と大学を結ぶ現代的奏演 の事例 に
ついて報告を し、参加者 か ら今後 の発展 にとって有意義な コメン トをいただいた:

5日

会 議 録8

本調査研究を進 めるにあた つては、綿密な準備や打ち合わせを行 つて きた。 日常的 に顔 を会わせ る
機会 が多 い講座 内の教員 3人 が実施 しているがゆえに、毎回 1〜 2時 間、長 い ときには 3時 間以上か
・
けて十分な議論 を行 うこ とができ、 またそ の結果 を毎回議事録 として蓄積 している。以下 では、参考
までに これまでの会議概要 をまとめる。

第 5回

4月
4月
4月
5月
5月

第 6回

5月

第 7回

5月

第 1回
第 2回
第 3回
第 4回

̀

20日 (大 槻、柳沢、小西)「 実施計画 について」
22.日 (大 槻 、小西 )「 支出計画 につ いて」
27日 (大 槻 、柳沢、小西)「 申請内容 と支出計画 につ いて」
11日 (大 槻、柳沢、小西)「 北海道調査お よび経費支出 につ いて」

20日 (大 槻 、柳沢、小西、 〔
ツォク、森、山田〕
)
「学生協力者へ の調査概要説明お よび今後 の調査計画 につ いて」
25日 (大 槻 、柳沢、小西、 〔
ツォク、森〕
)
「調査用機材チ ェ ックと茶文化関係者へ の聞き取 り調査 について、既存資料 の整理」

26日 (大 槻 、柳沢、小西、 〔
青野、土井〕)
「追加学生協力者へ の調査概要説明および今後 の調査計画 について」
・青野、土井、堀り
￨ド 〕
ツォク、森、
)
第 8回 6月 30日 (大 槻 、柳沢、小西、 〔
「高崎譲寧氏へ の聞き取 り調査報告、お よび茶歌分析 か らみた過去 の県内 にお ける東西交流
につ い・て」
第 9回
第10回

7月
8月

15日 (大 槻 、柳沢、小西)「 茶歌関係者へ の聞き取 り調査分担 につ いて」
19日 (大 槻、柳沢、小西、 〔
ツォク、森、青野、土井〕
)

「茶歌関係者か らの聞き取 り調査報告」
第 11回

9月

17日 (大 槻 、柳沢、小西、 〔
ツォク、森、青野、土井〕
)

「ヨー ロッパ調査報告 ほか」
第12回
第13回
第14回

9月
9月
9月

21日 (大 槻 、柳沢、小西)「 報告書作成 につ いて」
22日 (大 槻 、柳沢、小西)「 報告書作成 について」
23日 (柳 沢、小西)「 報告書作成 につ いて」

今年度後半期 は、以上 の よ うな先行調査や資料研究 を続 けるとともに、 これ らを参考 に民謡 の一例
を再創造 し、 関係者な どを交えた音楽表現検討会 でその奏演を試み て、意 見交換 を行 うことが大きな
目標 で ある。 これまでの多種多様な調査研究成果 を活か し、地域 の人々 との連携 と対話 によつてそ の
成果 を地元や学校現場 に還 元す ることはもちろん、静岡か ら新 しい民謡 を世界 に向けて発信す る、 と
い う将来 の大 きな 目標 を現みつつ研究を推進 してい きたい。
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本研究をすすめるにあた っては、平成 16年 度 日本学術振興会科学研究費補助金 (基 盤研究 (B)
(21「 学校 と地域社会 を結ぶ民謡 の発展的創造 と現代的奏演 に関する調査研究」
、代表 者・大槻寛お
よび同基盤 研究 (C)(2)「 静岡県 の民謡再発掘 とその現代的再創造 に関する調査研究」代表 者・
柳沢信芳)の 援助を受けた こ とをここに記 し、感謝 の意 を表す る。

2
3

調査対象施設名 (所 在地

調査 日 担当者)の 順 に記 した。

〔 〕内は補助学生。本調査 に際 しては、ツォク、森有世 (以 上、静岡大学教育学研究科 1年 )、
青野友美、土井恵 (以 上、 同教育学部 2年 )各 氏の協力を得た ことを ここに記 し、感謝 の意を表
する。

4
5

催事名 (所 在地 施設名 調査 日 担当者)の 順 に記 した。
本調査 と連動 し、日本学術振興会科学研究費補助金 (基 盤研究 (B)(2)「 ミク ロネ シア、小笠原、
沖縄 の民俗芸能交流 とその受容、変化 の動態 に関する比較研究」 (代 表者・小西潤子)の 調査研究
をパ ラオにて行 つた。その際、井谷晋弥氏 (静 岡大学人文学研 究科 2年 )の 協力を得 た ことをこ
こに記 し、感謝 の意を表する。

6
7
8
9

情報提供者氏名 (所 属等 調査地 調査 日 担当者)の 順 に記 した。
「テ ーマ、タイ トル な ど」 (主 催 所在地 施設名 調査 日 担当者)の 順 に記 した。
開催 日 (参 加 者名)「 主要議題」 の順 に記 した。
本会議 には1茶 歌分析 に関する修士論文を執筆 した堀川結紀 (平 成 14年 度静岡大学教育学研究科
修了)氏 の参加協力 によ り、茶歌か らみた過去 の県内 にお ける東西交流 について、示唆 を受けた
ことをここに記 し、感謝 の意を表する。

