
お茶の水地理（Annals of Ochanomizu Geographical Society），vol 53，2014 

 

20 

 

【論文】 

祭と音と身体 

－陸前高田の七夕祭の風景と共同性の生成－ 

  

佐伯 英恵 
 

Ⅰ 研究の動機と目的・方法 

 2011年８月７日，東日本大震災から間もない岩手県陸

前高田市において地域の祭が復活した．同市気仙町で行

われるけんか七夕，高田町で行われるうごく七夕の両祭

である．震災を乗り越えて復活した両祭は，地元にとっ

て大きな意味を持っていると言える．これらの七夕祭の

何が，地元の人の心を惹きつけているのだろうか．彼ら

はどんな思いで祭を復活させたのだろうか． 

 祭に関する研究は，人類学，地理学を中心に膨大に存

在し，祭の組織や進行などに関する指摘が豊富である．

しかし，祭の場で人々が共同性を生成する要素について

は，十分に明らかにされていない．こうした動向に対し

て本論文では，共同性を生成させる契機として，祭の担

い手の身体性や感情面に注目したい． 

 研究対象とする岩手県陸前高田市のけんか七夕，うご

く七夕は，毎年８月７日に行われる伝統的な祭である．

両祭，また陸前高田において欠かせないのは，祭のおは

やしでも演奏される太鼓の音である．地元の人々は幼少

の頃から太鼓の音を聞いて育つというほどで，太鼓が地

域の音として認識されていることがうかがえる． 

 そこから，太鼓を聞く，叩くという身体的行為が陸前

高田と人々をつなぐ契機になっていると考えた．本論文

では祭の中で得られる身体的な感覚を記述するためにサ

ウンドスケープの概念を援用する．これは，自分自身の

身体を通じて周囲の世界をどのように捉えているかを，

聴覚を切り口に考えるための考え方であり（鳥越 1997），

個人だけではなく共同体による音の捉え方も問題となる．

本論文では，サウンドスケープの概念も用いつつ，七夕

祭の中で担い手たちがどのような身体感覚を得て，そこ

にどのような共同の場が生成されているのか，祭や太鼓

の音を通して地域や共同体へのどんな思いが形成，継承

されているのかを考察することを目的とする． 

 研究方法は，2013年８月７日に行われたうごく七夕祭

での参与観察，陸前高田市在住で七夕祭や太鼓に深く関

わる４人の方への聞き取り調査に大別できる．聞き取り

調査の詳細は表１の通りで，河野和義さん，菅野剛さん，

東平享浩さん，佐藤一男さんの４人に話を聞いた． 

表１ 聞き取り調査の詳細 

以上の調査を行ったうえで，考察・まとめを行った． 

Ⅱ 祭と音に関する議論 

 祭と共同性に関しては，人類学を中心に様々な分野か

ら議論が行われてきた．伊野(2000)が，地域の文化を欠

かせない要素として含む祭はその地域をその地域たらし

めていると指摘している通り，祭と共同性の議論の多く

は，祭がその地域そのものを表すことを前提にしている． 

 個々の祭を調査したものとして，文化人類学の分野で

は米山(1974)がある．京都祇園祭を調査対象とし，祭を

担う町ごとの取り組み，祭を見る人々の意識，神社の側

から見た祭など，多角的で詳細な調査を行っている．総

括して，祭は人々にとって｢社会的に許された大きな遊び

の機会｣であり，その中で人々が生きがいを感じるからこ

そ受け継がれるものであることを述べている．また，囃

子が祭を組み上げている大きな要素であり，祇園囃子に

促されて人々がこの祭を続けたいと感じる部分がある，

 河野和義さん 菅野剛さん 

年代 60代後半 60代前半 

聞き取り日時 (1)2013年７月12日

17時～17時55分 

(2)2013年７月13日 

9時35分～11時45分 

（菅野剛さんと同

席） 

2013年７月13日 

9時35分～11時45

分 

（河野和義さんと

同席） 

聞き取り場所 八木澤商店2階会長

室，社長室 

八木澤商店2階会

長室 

参加している

七夕 

けんか七夕 けんか七夕 

 東平享浩さん 佐藤一男さん 

年代 40代前半 40代後半 

聞き取り日時 2013年８月８日 

10時 40分～ 11時 55

分 

2013年８月８日 

14時 10分～ 15時

15分 

聞き取り場所 米崎小学校仮設住

宅集会所 

米崎小学校仮設

住宅集会所 

参加している

七夕 

うごく七夕 うごく七夕 
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という指摘は本研究の視点につながる． 

 地理学の中では，遠城(1992)が，祭を通した都市空間

の｢共同性｣を明らかにする目的で，対象地域における職

業分布や，日常と祭時での制度や人間関係の比較を行っ

ている．遠城の指摘によると，祭時には，日常生活では

潜在する身体的次元での共感・排除が重要になるが，そ

れは空間的共在を条件としている．また，祭と共同性の

研究における課題として，祭の参加者にとっては，制度

面ではなく祭の興奮や緊張こそがすべてであるため，祭

を記述することには難しさが伴うと述べている． 

 本論文において重要となる，音と祭の関係については，

例えば伊野(2000)の考察がある．これは，各地の祭や芸

能について述べる中で，音が祭に及ぼす影響や，文化を

継承する際に重要な要素を論じたものである．伊野によ

れば，祭のクライマックスにおける感動は音（楽）の作

用によって作り出される．伝統の継承について，地元の

外にも地元文化を知ってほしいという願いが生まれるの

は，その文化が祭や地域にとって欠くことのできない存

在であるという意識が働くためであるとしている．また，

伝統を受け継ぐ際に大切なのは，｢保存｣したり｢守る｣と

いう意識だけではなく，過去を継承しつつも自分たちで

楽しみ，文化を再創造していくことであるとも指摘して

いる．祭において音の要素に注目し，伝統というものを

論じている点は，本論文にも大きく関わる． 

 一方，サウンドスケープ（音風景）という概念は，現

在までに様々な定義がされてきている． 

 サウンドスケープの概念の発展に最も大きく貢献した

のはカナダの環境音楽家R・マリー・シェーファーと，彼

の設立した世界サウンドスケーププロジェクト（WSP）と

いう団体である（鳥越 1997）． 

 シェーファーらによる定義は，生活の中のあらゆる音

環境がサウンドスケープであるというものから始まって

いるが，やがてその定義は，単に音環境を指すものでは

なく，個人や共同体と音環境との間の相互作用の場へと

移り変わっていく（鳥越 1997）．最終的にWSPが1978年に

発表している定義は，｢個人や特定の社会がどのように知

覚し，理解・認識しているかに強調点の置かれた音環境．

個人と音環境の関係性｣である（鳥越 1997）．単にそこに

音があるというだけではなく，自らの身体で環境を感じ

取ることを重視するのが特徴と言える．またこの概念で

は，個人的な知覚だけではなく，共同体の生活の中でど

のような音を共通に知覚するかや，その共同体が音にど

のような意味を付与するかも問題になる． 

 祭の音は，サウンドスケープの概念を通して共同性を

考える上でも注目を集めている．座談会報告（鳥越ほか 

2001）において平松幸三は，現代社会において，音によ

って形成されるコミュニティを見出すことは難しいが，

音を共有した強いコミュニティは存在すると指摘してい

る．山岸(1999)は，音を通してともに生きている人々と

の共同性を感じることがあると指摘し，祭などの共同体

の音は過去と現在をもつなぐきっかけとなり得るとも述

べている．共同体とのつながりが祭の音によって形成さ

れるというのは，本論文のテーマにつながる指摘である． 

 祭と共同性に関するこれまでの研究では，祭の制度や

人間関係などが調査されてきた．しかしその中では，遠

城(1992)が指摘するように，実際の担い手たちの身体性

や感情面を中心にした視点が前面に出されてこなかった

側面がある．そこで本論文では，祭の場で担い手が抱く

身体感覚と，祭によって喚起される地域共同体への思い

という視点を持って記述を進めていく． 

 サウンドスケープの議論においては，音を聞くという

身体行為によって個人や共同体が何を感じるかが大切な

視点とされてきた．よって，サウンドスケープの視点を

持って祭を論じることで，より担い手や共同体に寄り添

った記述ができると考えられる．ただし，この概念にお

いては｢音を聞く｣という受動的な行為が中心であるのに

対し，祭では太鼓の演奏者のように，聞くと同時に自ら

が音の発信源となり，他の担い手に影響を与えたり影響

を受けたりする祭の主体にも注目する必要がある． 

 祭の中で聞かれ，発信される音を中心とした身体感覚

と，祭によって作り出される地元への思いを中核に据え

て論じることは，これまでの祭と共同性，サウンドスケ

ープの双方を利用して実現する．よって本論文を，二つ

の研究分野をつなぐものとして位置づけたい． 

Ⅲ 岩手県陸前高田市における七夕と太鼓 

 ここからは，研究対象地域である陸前高田市について

述べていく．以下の記述は，『陸前高田市史 第五巻民俗

編上』（陸前高田市史編集委員会編 1991），『陸前高田市

史 第六巻民俗編下』（陸前高田市史編集委員会 1991）

によるものである． 

 陸前高田市は，岩手県の南東部に位置し，気仙地方の

一部である．北上山地の支脈が海岸部まで迫っており，

市域の8割ほどが山地となっている．主な河川は市内中央

部を南下する気仙川であり，市の南東部の広田湾に注ぐ．

震災前まで河口には，藩政時代からの植林によるアカマ

ツ・クロマツ林があり，高田松原・気仙松原が形成され

ていた．海岸線は典型的なリアス式海岸で，市の南東部

にある広田半島の一部と，広田湾奥の高田松原のみが砂

浜であり，それ以外は岩礁海岸である． 
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図１ 陸前高田市全体図 

（『ゼンリン住宅地図岩手県陸前高田市』をもとに筆者作成） 

 

市の産業構造の特徴は，農業や漁業など第一次産業が

盛んであること，かつて金山があったため鉱業が盛んで

あること，｢気仙大工｣と呼ばれる大工や左官の出稼ぎの 

文化があることなどである．また，かつて高田松原の海

水浴場およびキャンプ場には，年間80万人の観光客が訪

れていたこともあった．自然や観光資源が豊富な陸前高

田市では，観光業も注目されている． 

 歴史的な特徴としては，現在の陸前高田市を含む気仙

郡が伊達正宗の所領であったことや，今泉の吉田家に世

襲され，｢大肝入り｣と呼ばれた村方役に統治が任されて

いたことが挙げられる．また，現在の竹駒町に位置する

玉山金山と，現在の矢作町に位置する雪沢金山による産

金鉱業がかつての一大産業であった． 

 次に，毎年８月７日に行われるけんか七夕・うごく七

夕について述べる．以下の記述は，『陸前高田市史 第六

巻民俗編下』と，それぞれのWebページによるものである． 

 けんか七夕は，同市気仙町において実施される．陸前

高田市観光物産協会｢けんか七夕まつり｣1)によると，祭

組ごとに山車を作成し，祭当日は，昼の部と夜の部それ

ぞれの最後に｢けんか｣と呼ばれる山車のぶつけ合いの勝

負が行われる． 

 かつては八日町と荒町のみだったが，やがて参加する

祭組が増え，震災前には荒町，上八日町，下八日町，鉄

砲町の４台の山車が参加していた．いわての文化情報大

辞典｢文化財情報詳細 気仙町けんか七夕祭り｣2)による

と，1997年９月２日には県の無形文化財の指定されてい

る．聞き取りを行った河野和義さん，菅野剛さんによる

と，2011年夏には１台の山車の両側から，綱引きをする

かたちで祭が実施された．2012年以降は新たに作られた

山車と２台でのけんかが行われている． 

 一方，うごく七夕は高田町で行われる祭である．祭組

ごとに山車を作り，昼と夜の部両方で町内を練り歩いて，

山車の美しさを競う．特に夜の部では，明かりのともっ

た山車が集まると，そのきらびやかさが引き立つ． 

 産経ニュースSankeiPhoto｢鎮魂願い山車練り歩く 岩

手・陸前高田｢うごく七夕｣｣ 3)，遠野まごころネット

「0806-07 うごく七夕まつり～体験レポート～（陸前高

田市）」4)によると，震災前には，荒町，駅前，大石，大

町，川原，中央，長砂，鳴石，沼田，松原，森前，和野

の12の祭組が山車を作っており，2011年には津波を免れ

た３台の山車，2012年には大小９台の山車が復活し，2013

年にはもとの12の祭組による山車が復活した． 

 七夕祭の中心となるのは，それぞれの祭組が作る山車

である．けんか七夕，うごく七夕の山車ともに，枠組み

は木で作られており，基礎部分だけで高さと横幅が２～

３メートル，長さは４メートル強である．山車の中央に，

前から後ろにかけて太い丸太を刺して固定し，それが梶

棒となる．山車の中には太鼓と笛のおはやしの演奏者が

載るため，やぐらを作り，その部分はあざふという飾り

で覆う．山車の前方には２本の引き綱を付け，山車のて

っぺんには七夕の笹が飾られる．けんか七夕の山車はけ

んかに備え，山車の周囲に何本も丸太を固定したり，釘

を使わず組み付けで作るなど，丈夫さを重視している．

うごく七夕の山車は飾り付けが華やかで自由度も高い． 

 二つの七夕祭において，祭の最中に演奏されるおはや

しは欠かせない要素である．演奏者は大人から子どもま

で幅広く，おはやしが祭の雰囲気を盛り上げる． 

 けんか七夕で演奏されるおはやしは，山車七夕ととも

に伝承されてきたが，戦後山車の制作が多くの祭組にお

いて中断された際，太鼓の囃子だけでも保存しようとい

う地元の動きにより，｢気仙町けんか七夕太鼓｣として保

存されるようになった．以後，気仙町けんか七夕保存会

が維持，教育している．1978年５月27日，市の無形民俗 

文化財に指定されている．おはやしの構成は太鼓と笛だ

が，掛け声も重要である．歩み太鼓・休み太鼓・けんか

太鼓といった，祭の流れに沿った曲目が演奏される． 
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 うごく七夕で演奏されるおはやしは，気仙町けんか七

夕太鼓と同系列で，｢高田七夕囃子｣と呼ばれる．高田七

夕囃子保存研究会が維持している．構成は太鼓と笛，掛

け声であり，曲目も，行進太鼓・休み太鼓・勇み太鼓・

喧嘩太鼓というように，やはり祭の流れに沿っている． 

 陸前高田市においては，以上のような七夕のおはや

し・太鼓や，町内で編み出された創作太鼓が地元の学校

で教育されている場合がある．例えば，気仙町では保育

所，小中学校においてけんか七夕太鼓を教えており，米

崎町では小学校で重倉太鼓を教育している．高田町では，

うごく七夕に参加する子どもたちに高田七夕囃子を教育

する．市内で演奏される太鼓の種類が非常に多いこと，

その教育が活発であることは，陸前高田市の特徴である． 

 陸前高田が太鼓のまちであることの象徴ともいえるイ

ベントがある．同市で1989年から毎年10月の第３日曜日

に開催されている，全国太鼓フェスティバルである．こ

れは，聞き取りを行った河野和義さんが中心となり，気

仙町のけんか七夕太鼓に着想を得て企画したものだ．全

国各地から太鼓団体が演奏を披露しに陸前高田へ集うこ

とから，｢太鼓の甲子園｣というあだ名がついている． 

Ⅳ 太鼓の音がつなぐ地元 

１．うごく七夕体験日誌 

 本章では，実際の調査で得られたことを述べていく．

始めに，2013年８月７日に参与観察を行った，陸前高田

市高田町のうごく七夕の様子を述べる． 

筆者が山車の引き手として参加した荒町祭組は，2012

年には小山車で祭に参加したが，今回は新たに本山車を

作っての参加であった．聞き取りを行った東平さんに誘

われて，本学から参加したボランティア数名の他にも，

他大学の学生や大人のボランティアがいた． 

 ８月７日の朝９時半に荒町祭組が集合したのは，荒町

の山車を置いてある広場だった．地元の人たちが，山車

の上にあざふをセットするなど，最終飾り付けをしてい

る．荒町の赤いハッピを着た大人や，笛や太鼓のバチな

どを腰に付けた子ども，山車を引く人々やボランティア

などが集合している．太鼓のバチを東平さんに見せても

らうと，麺をのばす麺棒に似ていて思っていたより重か

った．白っぽい木でできていて，素朴な雰囲気のバチで

ある． 

 東の山の方から霧が下って少し肌寒い中，祭組内で朝

礼が行われる．祭組組長が挨拶を述べ，続いて神主が安

全祈願の祈祷を捧げる．その間，他の祭組のおはやしが

聞こえ山車も見えて，早く始めたいという雰囲気が漂っ

ている．その後学生ボランティアが参加者に紅白餅を配 

 

図２ うごく七夕山車 

（2013年８月７日筆者撮影) 

 

り，山車をバックに全員で写真を撮った． 

 広場から道路に山車を動かし，山車の前方のロープに

沿って２列になった引き手が歩きだす．いよいよ昼の部

の始まりである．大人数で引いているため，中に人が乗

っていても山車の重さはあまり感じられない．山車の行

列は，山車の引き手・梶棒を操る男性陣・山車とその上

のおはやし演奏者・小山車の順に並んで運行している． 

 おはやしの演奏が山車の上で始まるが，夜に比べて昼

間は控えめだった．昼の部ではあざふが山車を覆ってい

て，中の演奏者は見えない．おはやしのリズムとは関係

なく，拡声器を持った男性の｢よーいよい｣の声に続いて

引き手たちが｢よーいよい｣と掛け声をかける． 

 10分に一度の割合で休憩が入る．山車とおはやしの演

奏を止め，引き手たちは道路脇で休む．ボランティアが

休憩の都度，小山車の中から飲み物を取り出して配って

いく．何度目かの休憩からはビールが用意されたりして，

祭組全体がだんだんと盛り上がったムードになっていく． 

 祭組は町内会単位で形成されているので，各山車が練

り歩くのは基本的にはその町内である．荒町祭組のコー

スは山側から出発して海の近くまで運行し，大きく円を

描くように元の広場に戻るというのが大まかな流れであ

る．山車を運行した場所は低地の方で，建物などの目印

がほとんどなくなっていた． 

 午前の行程の半分を過ぎると，空は完全に晴れていた．

しかし空気が乾いているのでうっとおしい暑さではない． 

 11時半頃，最初の広場に戻ってきて午前の部が終了，

昼食になる．坂を3分ほど上った所の祭組組長のお宅，そ

の隣の町内会事務所と，向かい側の道沿いにある民家が

食事会場になっていた．折りたたみ式の椅子とテーブル，
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日よけのテントが張ってある．地元の女性たちがカレー

を作ってくれて，テーブルには漬物や刺身なども並んで

いる．皆があちこちで談笑していたり，子どもが遊んで

いたりと大変賑やかである．筆者が話した地元の年配の

女性は，もとは高田町に住んでいたが，今は仮設住宅で

暮らしていると言っていた．皆で集まれるから祭を本当

に楽しみにしていたという． 

 山車を停めた広場から西の方へ少し歩いたところに，

屋台が並んで縁日のようになっている広場があった．野

外ステージも組まれている．この広場は祭組単位で分け

られている訳ではないので，違う地区にいる知り合いに

出会う場所でもあるのかもしれない． 

 13時半，再び最初の広場に集合し，小山車を運行して

坂の上にある老人ホーム高寿園に山車を見せに行く．小

山車は中に人が乗れるスペースがないので，山車の後ろ

に太鼓を設置して演奏者はそれを歩きながら叩き，笛の

演奏者は山車の後ろを付いて来る．この間の演奏者は基

本的に子どもたちだった．道のりはほとんど坂道で，津

波の被害を受けた低地とは違って周りに田や民家がある． 

 高寿園につくとお年寄りたちが建物の日陰で椅子に座

っている．山車を庭の中央に停めて，引き手は休憩する．

ここまで歩いてきた疲れが参加者に見え始める． 

やがて，お年寄りたちに向けておはやしの披露が行わ

れる．始めは子ども，次に大人による演奏だった．続い

て，高田音頭という盆踊りを山車を囲んで引き手たちが

踊った．ボランティアたちがわからないなりに踊ってい

る様子を見て，お年寄りは楽しんでいたという．高寿園

から山車を引いて帰る際，拍手で送ってくれた． 

 行きと異なる道を通って低地に戻る．この帰り道が，

これまでで最も盛り上がって山車を運行した．掛け声に

慣れてきたボランティアが掛け声を先導し，それに地元

の人たちも乗っかって，行列の先頭で短冊の付いた笹を

振り回したり，相の手を入れたりする．祭組での一体感

が見えてきて，とても楽しい気持ちになった． 

 始めの広場まで戻ると，｢よし，荒町！もう一周回るぞ

ー！｣という声が上がり，そのまま昼のコースを一周する．

騒がしい低地に戻ってきて，参加者がさらにエネルギッ

シュになったように感じられた．続いて，昼食会場のお

母さんたちに山車を見せるために坂を上る．勾配が急で，

ロープを引っ張るのにさすがに重さを感じた． 

 広場に戻ってしばらくその場で小休憩があった．日が

傾いていて風が涼しく，汗をかいていたことに気付いた．

クライマックスの夜の部が残っていることを考え，疲れ

や楽しみな気持ちなど，様々な思いを自分の中に感じる． 

 17時半頃から，昼食と同じ場所で夕食になった．メニ

ューは昆布と梅のおにぎりと，豚汁であった． 

 18時半，山車を停めた広場から夜の部に出発する．山

車の前後のぼんぼりや，中の電気がつく．山車を覆うよ

うに閉じていたあざふが開いて，中の演奏者が見える．

夜の部ではおはやしは大人によって演奏され，山車を停

める休憩でも演奏され続けていた．山車の明かりがつき，

夜になって見物の人が増えたことでお祭ムードが高まる． 

 昼よりも他の祭組と顔を合わせることが多く，多くの

山車を見る．てっぺんの笹に電飾を巻いてクリスマスツ

リーのようにしている山車や，ぼんぼりに文字や漫画の

キャラクターを書いている山車など，それぞれ個性的だ

った．山車同士がすれ違う際には，てっぺんに登ってい

る人がそれぞれの笹をぶつけ合う．互いの健闘を称えて

いるのだとも，喧嘩をしているのだとも言われている． 

 コースを一周し，屋台の広場の近くまで戻って来て山

車を停めた時，打ち上げ花火が上がり始める．やがて学

生ボランティアが山車の後ろに集まり，中の太鼓を見な

がら太鼓に合わせて掛け声をあげ始めた．太鼓のリズム

に合わせて体を動かし皆で一緒に声をあげていると，楽

しかったし，自分が祭の一部だと実感できた．夜の暗さ，

山車の明かり，力強い太鼓，体力的には疲れ切っている

こと，一日一緒に祭をつくってきた人々がいることなど，

すべての条件がその瞬間を盛り上げているように感じた． 

 祭の最終地点は，全ての祭組が山車を入れる屋根付き

の足場のような場所だった．荒町祭組は山車を入れた後，

子ども中心で最後のおはやしの演奏を行った．荒町の山

車をしまい終わっても，祭の終わりを惜しむように他の

山車の様子を見ている人が多かった．その後，食事をし

た場所で打ち上げが行われる．結局最後まで残ったのは

学生ボランティアが中心で，解散は23時半頃だった． 

 

２．地元の方々の話 

陸前高田市在住で，七夕や太鼓に深く関わる４人の方

に話を聞いた．以下に，それぞれの方への聞き取り調査

結果を述べる． 

 １）河野和義さん 

河野さんは地元の老舗企業，八木澤商店の取締役会長

である．地元の伝統であるけんか七夕の実行委員会会長

を現役で務めているばかりではなく，けんか七夕保存会

の会長も40年以上務めてきた．けんか七夕太鼓を活用し

て全国太鼓フェスティバルを立ち上げた人でもある．河

野さんの話からは，陸前高田・今泉で受け継がれてきた

伝統に対して敬意を払っている様子や，その伝統を自分

が受け継いでいることへの誇りが感じられた． 

河野さんは，けんか七夕を指して， 
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｢要するに，もう子どもからお年寄りまで大好きなお祭

で｣｢しらける人がいないんだよ｣ 

と表現している．祭への愛着が地元の人々への愛着や信

頼と結びついていることがわかる． 

 観光客が増えた現在でも，曜日に関係なく８月７日に

行われることから，河野さんは「頑固なお祭」とも表現

する． 

｢何曜日であろうが８月７日，少々の雨風が吹いてもや

る．それが伝統｣ 

 この表現からわかるように，この日にちを守ってこそ

祭が成り立っている面があり，この日にちが地元にとっ

て当たり前になるほど染みついている．河野さんはその

頑固さを，伝統を守り抜く忠実さと捉えているようだ． 

 震災直後の夏には，津波後に見つかった1台の山車をは

さんで綱引きをするかたちでけんか七夕が実現した．1 

台ではけんかができないからといって安易に他の山車も

作るという選択をしなかったことには，もちろん資金面

や震災後の状況などの制約も関係している．しかしこの

ことは同時に，この祭や伝統の山車に対しての尊敬の念，

誇りを地域全体が共有していることをも示している． 

 けんか七夕は地元の伝統の一つである気仙大工の腕を

見せる場であるという話もあった．山車制作の棟梁は気

仙大工の棟梁であり，山車の頑丈さは棟梁の評判に関わ

るため皆必死に工夫して作るという．このように，気仙

大工という地元の伝統の一つと，地元での評判という人

間関係とが，祭の要素となっている．山車の作り方は伝

統的なものであるということから，作り手も伝統を受け

継ぐ使命感や誇りを持っていると言える． 

 河野さんが立ち上げたイベント，全国太鼓フェスティ

バルは，もともとは企業誘致の手段を使わずに地元に人

を呼ぼうという目的を持っていた．その際彼は，地元に

ある大切なもの，つまりけんか七夕と七夕太鼓を活かす

という地元学の考え方を大いに活用した．太鼓フェステ

ィバルは，いわば河野さんの七夕や太鼓を大切に思う心，

尊敬の念の結晶とも言えるものなのである． 

 立ち上げの際に河野さんが大切にした考え方は他にも

ある．一つは専門家を尊重する役割分担の考え方，もう

一つはポジティブ思考である．ここで言うポジティブと

は，他の人の意見を考えもせずに潰さない，地元を軽ん

じて否定的なことを言わないという意味が強い．太鼓フ

ェスティバルの実行委員会は公募によって発足する．ポ

ジティブ思考を大切にした結果，実行委員会では，簡単

に他人の意見を否定しないという風土が生まれ，それは

多くの人に楽しみや居場所を与えた．また，役割分担の

意識のように，皆がそれぞれ活躍できるように尊重し合

い，能力を信頼し合うことは，祭のように地元で一つに

なって行動する際に重要である．河野さんはこのイベン

トを立ち上げることで，地元の価値を外に向けて発信し

た一方で，地元の人々に対して新しい魅力的な場を提供

したとも言える．彼は次のように語る． 

｢やってる自分たちが楽しくなかったら見に来る人は

楽しくないわけで｣ 

 全国太鼓フェスティバルは20年以上続き，今では地元

の有名なイベントになっている．このイベントが有名に

なってから，そのルーツであるけんか七夕にも注目が集

まり，七夕の観光客は激増した．河野さんは，今いる共

同体の中だけに何かを提供するのではなく，自分が地元

の歴史を受け継ぎ，そして次の世代にまで引き渡してい

けるものをつくり出せたことに満足感を抱いている． 

 震災後，けんか七夕は別々の仮設住宅にいる今泉の人

たちを地元に集める機会であると，彼は認識している． 

｢今，今泉の人たちはほとんど今泉に住んでないわけ．

祭でもやらないと，もとに戻るきっかけというのがね｣ 

 この発言からわかるように，震災によって失った地元

の人々との物理的な接触や共同体としてまとまる感覚が，

祭によって得られると彼は考えている．祭は地元の共同

性とつながっており，それを確認，生成する場なのだ． 

 

 ２）菅野剛さん 

 菅野さんは現在，前述の気仙町けんか七夕保存会の副

会長として，太鼓の教育活動などで活躍している．彼の

話からは，淡々とした口調の中で，太鼓や七夕に対し，

受け継いでいかなければという使命感と，自分自身がそ

れらを好きで楽しんでいる気持ちの両方が伝わってきた． 

 話の中で，伝統的なけんか七夕太鼓そのものに対する

尊敬や誇りが感じられる表現があった．この太鼓は録音

しても，音が割れて板を叩くような音になってしまう． 

｢日本中でもほとんどそういう太鼓を使っているとこ

ろはないと思う｣ 

という言葉は，彼が太鼓に誇りを持っていることをうか

がわせる．菅野さんによると，太鼓は本来遠くに何かを

伝える手段だったが，創作太鼓が多く生まれるにつれ，

映像と録音でアピールする流れができた．しかしけんか

七夕太鼓は，波長の上下幅が大きすぎてほとんど録音で

きない太鼓，叩き方を受け継いでいる．外へのアピール

ではなく，地元で受け継ぐことを選んだ太鼓なのである． 

 この太鼓が地域外の音楽家からも評価されていること

を，菅野さんは紹介していた．地域の中の思いだけで受

け継いでいる訳ではなく，外からの評価によってその良

さを再確認している側面があるのだ．以上に見たことは，
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地域外から見ても素晴らしい伝統の太鼓だからこそ，今

度は自分たちが守っていこうという使命感につながる． 

 けんか七夕保存会は発足当初，全国に向けてけんか七

夕と太鼓を発信する目的で，全国のイベントを回ってい

たという．当初は地元での七夕が下火になっており，多

くの町内会が山車を作らなくなって保存会が代わりに作

っていた時期もあった．その後保存会の活動を見た町内

会が再び山車を作るようになり，祭が地元に定着した時

点で保存会は目的を変え，地元での後継者を作る活動に

重きを置くようになった．現在は，地元の保育所の年長

児・小学校６年生・中学校３年生・高校の太鼓部の生徒

にけんか七夕太鼓を教えている． 

 菅野さんが，｢太鼓・七夕を教えるといえば菅野さん｣

という地元の認識を自負していることは，太鼓を受け継

ぐ使命感を支えるものの一つになっている．保存会では

始めのうちは交代で教育を行っていたが，現在は菅野さ

んが一人で教えている．菅野さんが教えた子どもが今で

は大人になり，その子どもがまた菅野さんに教わってい

ることもあるそうだ．長年の太鼓教育活動を経て，地元

の中で菅野さんが太鼓を教えてくれるのは当然だという

意識ができており，菅野さん自身も，自分が太鼓教育の

第一人者だという自覚を持っている． 

｢一番最初にあそこ（今泉）に帰りたいって言いだした

のは小学生だったんですよ｣ 

という震災後のエピソードがあった．震災直後の５～６

月頃に彼は，地元の小学生に｢今年はいつから（太鼓の）

練習するんですか？｣と聞かれた．地元の老人が，孫が今

泉に帰ると言って聞かないと語ったこともあった．そん

な子どもたちの思いを受けた若者が，子どもたちのため

に七夕をやりたいからやり方を教えてほしいと言って菅

野さんを訪ねてきたことが，2011年のけんか七夕実施に

つながった．この出来事について彼は次のように表現す

る． 

｢ああ30年間やってきた（太鼓を教えてきた）のは，

こんな形で（実った）．ね，嬉しかったんですよね｣ 

 地元の小学生たちは，震災があっても決まった年齢に

なれば太鼓を教わるという認識を持っており，今泉に帰

れば太鼓を再開できるというように，彼らの中で太鼓と

地元が結びついている．子どもの意識に定着するほど生

活の中に太鼓が浸透していると言える． 

 震災後に地元の中学生が叩く太鼓を聞いて，地域の

人々は涙を流したという．地元が太鼓を大切に思ってい

るとわかっていて，それを教えているのが自分一人だと

いう状況が菅野さんの使命感をより強めているのである． 

 使命感だけではなく，菅野さんが何よりも先に持って

いるのは，太鼓や七夕を楽しむ気持ちである．けんか七

夕太鼓のリズムについては，次のように表現している． 

｢聞いてると体が前に突っ込んでいくようなリズムな

んですよ｣ 

 音の特性を｢前のめり｣という身体感覚で表現している

ことが特徴的である．これは，祭時におけるワクワク感

や，思わず早足になる気持ちと無関係ではない． 

 けんか七夕太鼓の曲は祭の流れを追っている．菅野さ

んは以下のように説明する． 

｢太鼓を打ちだすと，遠くから山車がこう来るような感

じで，最初は遠くにあってだんだんだんだん強くなっ

て近くなって来て，そして皆でこう引いて歩く様子を

やるんですよ．あとぶつける（けんかする）前に準備

する訳ですよね．その時に（太鼓の様子を）ガラッと

変えて，で，やるぞやるぞという，ぶつかって来い，

やるぞというリズムをやって，そして後ドーンとぶつ

けるんですが，ここでまた（太鼓が）違った動きにな

って，そしてそれが終わると今度は，帰る時勝ちどき

をあげるんですね．で，それの勝ちどきをあげる太鼓

を叩いて，してまただんだんだんだんゆっくりと遠ざ

かっていく｣ 

 太鼓が祭の中での身体の動きや気持ちを表現している

と言える．ここから，太鼓と祭が結びついていること，

前のめりのリズムと表現されることが納得できる．いわ

ば太鼓を叩いている間叩き手はずっと祭を感じているの

だ．太鼓を叩いている時は興奮しているので，聴衆はそ

っちのけで自分たちが楽しむことに集中してしまうとい

う．その日の感情などを込める結果，太鼓は毎回違った

ものになり，テンポなどは一定でない．菅野さんが， 

｢録音したものでは全然その，感覚は分からないです

ね｣ 

と語るように，太鼓の音符的なリズムを覚えることだけ

ではなく，その場でしか味わえない感覚を楽しむことが

重視されている．それが彼らにとっての伝統なのである． 

 彼は，太鼓のために地元でずっと暮らしていく若者を

育てたいと話す．地元で暮らしていく可能性を提示しな

ければ，やがて子どもがいなくなりまちがなくなってし

まうという危機感を抱いているという．子どもがいなく

なるということは地元の伝統文化が途絶えることであり，

そのことによって地元が地元でなくなってしまうと認識

しているのだ．祭や太鼓といった文化が今泉の生活にな

くてはならないものだと考えられているのである． 

 

３）東平享浩さん 

 東平さんは高田町うごく七夕の荒町祭組の運営で中心
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的な役割を果たしている一人で，山車の上で太鼓を演奏

している．筆者が2013年のうごく七夕に参加できたのも，

東平さんのおかげである．彼の話からは，伝統としての

七夕と自分たちで楽しむものとしての七夕との重なり合

いや，祭の中での現実的な身体感覚などがうかがえた． 

 東平さんは同市竹駒町出身だが，母親が高田町荒町出

身だったため，幼い頃はうごく七夕に参加していた．地

元を出て20代前半でUターン，その際におはやしの練習な

ど七夕への本格参加を始める．本格参加のきっかけは， 

｢まあ，同級生もいるし｣「やろうかなーつって」 

という気持ちだった．大人になってから同級生とのつな

がりでおはやしの練習や，七夕への本格参加を始める人

も多い．母親や同級生など，この祭への入り口が地元の

人とのつながりであると言える． 

 地元ですべてを行う自分たちの祭という意識が強いと

いう話もあった． 

｢他のねぶたとかそういう大きいお祭だとほら，キリン

ビール，アサヒビールとかってこう，看板がつけて，

スポンサー付けてるからいいんだろうけど（この祭で

はそのような協賛はない）｣ 

 この祭は，地域内全戸からの会費と御花などで運営さ

れる．御花を集めるために，日頃からいろいろな店で買

い物をするなどして，地域のお金を回すようにする．他

の地域の企業などと提携するつもりはないのかと問うと， 

「やっぱり，お祭だから地元でっていう，地元の人た

ちでっていう頭があったりするので」 

という．地域外の人の参加を嫌う人も実際にはいる． 

 祭全体に対しては自分たちのものという意識を持って

いるにもかかわらず，自分が参加していない町内会のこ

とは特に気にしないという話もあった．震災後こそ地域

全体でまとまる意識が強くなっているが，もともとは自

分たちの山車を作り，自分たちの地区を回るのが第一の

祭であり，他の地区のことは気にも留めなかったという．

地元の人が，祭全体という大きな枠が自分たちのものだ

という意識を持っていると同時に，自分の関わる地区で

作ったり引っ張ったりする山車に特別のこだわりを持っ

ているという重層的なスケールの意識のあり様が見えて

くる．「自分たち」の範囲が伸び縮みしているのである． 

 祭に参加しているからこそわかる感覚も語られた．お

はやしの太鼓は皆で同じリズムを叩くのではなく，何種

類かのリズムが組み合わさって一つの曲になる．東平さ

んは中でも打数が多いパートを叩いているため，テンポ

が速いと疲れてしまうらしい．太鼓は手が痛くなるしマ

メができるし，思い切り叩くのでバチが折れたりするし， 

「結構大変よ，あれ」 

というのが本音だそうだ．太鼓の魅力について聞くと， 

「皆でわーってさ（叩く）」｢一人でやったらちょっと

なんか，それはそれで寂しいやね｣ 

と彼はいう．太鼓そのものの響きや感覚だけでなく，皆

で同じ音を共有して楽しんでいることがわかる．演奏を

合わせるのも大変だというが，皆がそれぞれの音を聞き，

それぞれが自分の音を出し合って一つのものをつくり上

げようとする共通感覚が太鼓の魅力なのであろう．その

中にも疲れたり手が痛くなるといった感覚があることが，

祭における現実的な身体性なのだと考えられる． 

 改めて，七夕祭が彼らにとってどんなものかを問う． 

｢伝統なんだろうねやっぱり．ずっとやってきたものだ

から｣，さらに，おはやしの太鼓に対しても，｢大事な

のかね，やっぱり｣ 

これらの表現から，七夕や太鼓は当たり前に存在して

いると思えるほど身近にあるものであり，祭の中や普段

の生活においては自分たちが楽しむものとして捉えがち

であるが，改めてよく見ると地域の伝統であり，敬意を

払う心も地元の人たちの中にはあるとわかる． 

 生活の中に当たり前に存在するものだからこそ，地域

内の細かな人間関係や気遣いなどがそこにはある．東平

さんは，中高生くらいの子どもがなかなか参加しないこ

となどを話していたが，一貫して祭の参加不参加に関し

てはあまり干渉しない姿勢が見えた．地域を広げて子ど

もの数を増やすなどの少子化対策については， 

｢よその人まで入れてまでっていうのはないと思うよ｣ 

地域内のつながりでつくっていく祭だからこそ，地域

内の人間関係を円滑にしようという意識も強いのだろう． 

 震災後は，この祭が地元の人たちを集める唯一の手段

だと東平さんは考えている．七夕の起源として先祖供養

の意味があることも挙げており，亡くなった人への思い

も込められていると語る．七夕は人々の思いを支える象

徴的な側面を持っているのである． 

 東平さんは子どもの頃，お祭が単純に楽しかったとい

うが，現在，幼い時に感じたものとは違う祭の面白さを

感じ，次の世代にその楽しさを伝えようとしている．ラ

イフステージによって祭との関わり方や，祭への感情が

変化し，それが地元の中で再生産されているのである． 

 

４）佐藤一男さん 

 佐藤さんは，米崎小学校仮設住宅の代表を務めている

方であり，米崎小学校で重倉（しげくら）太鼓という創

作太鼓を教える活動もしている．震災後に東平さんと知

り合って，うごく七夕に参加するようになった．陸前高

田市民ではあるが七夕をつくる側ではないという，いわ
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ば祭の周縁にいる人としての時間が長かったため，佐藤

さんの話からは祭と地域の関係を俯瞰しているような様

子がうかがえた．また，子どもへの視線や自身の子ども

時代への思いも語ってくれた． 

 佐藤さんは，米崎町の中でも海沿いの脇の沢地区出身

である．現在は七夕を実施している地区ではないが，以

前は脇の沢で山車を作ってうごく七夕に出しており，彼

も山車を引っ張ったり山車作りの手伝いをしたりして祭

に参加していた．佐藤さんが中学生になる頃には脇の沢

の参加はなくなり，以後七夕は友達と見に行ったり，高

田町の親戚の家に行く機会になったという．大人になっ

て一度地元を離れるが，27歳でUターン，地元の青年団に

入って日昇（にっしょう）太鼓の活動に参加し，後に重

倉太鼓の指導員になった． 

 日昇太鼓と重倉太鼓はともに米崎町の創作太鼓である．

大人のための太鼓である日昇太鼓を子どもにそのまま叩

かせるのは体力的に難しいので，基礎のリズムだけを残

して単純化したものが重倉太鼓だそうだ．大人の太鼓は

子どもには無理だからやらせないというのではなく，子

どもができることをつくるという姿勢からわかるように，

この地域の太鼓は常に次の世代のことを考えている． 

 子どもを疎外せず，一緒にできることを地域全体で楽

しむというのは，七夕祭の特徴でもある．佐藤さんは，

脇の沢で山車を作っていた場所の記憶があると語る． 

｢手伝いという名の遊びに行ってた記憶はあるけど．ま

あ，今大人になって考えると，山車を作るっていうレ

ベルのものではない｣｢子供たちにちょっとあざふ折り

させたくらいにして，まあ手伝わせたつもり｣ 

というように，子どもはそれほど大きな加勢にはなって

いない．しかし，山車を作るのに役に立たないとか，危

ないといって，その場から子どもを追い出さないのであ

る．大人も子供も一緒になって同じ場を味わう祭なのだ． 

 かつて脇の沢では，地元の中学生男子が太鼓を叩き，

女子が笛を吹いてうごく七夕のおはやしを演奏していた．

それを回想して彼は， 

｢おっきくなったら，お兄ちゃんになったら太鼓叩くん

だっていう気持ちはあった｣ 

と話す．このように，地元の子どもが，少し上の世代が

太鼓を叩く姿に憧れを抱くことがある．それは，伝統な

どの意識のない子どもが太鼓や祭に関わっていく原動力

となるものであろう． 

 祭組内においては，山車の制作や食事担当などの役割

が発生する．そのような役割分担をしていたおかげで，

震災の避難所生活がスムーズになったという話を佐藤さ

んはしている．祭の役割分担で，それぞれの人の性格・

特技がわかっていたからこそ，避難所に集まった時，食

事・けが人救護など仕事の割り振りが容易になった．こ

こにおいて，祭の場の意識と日常生活が重なっている． 

 佐藤さんは話の中で｢つながる｣という言葉を出してい

る．それはそれぞれの人の能力を信じ，その人に任せる

という状態だと考えられる．地域の人とつながることは，

佐藤さんによると， 

｢俺らにとってはそれができて当然｣ 

なのだそうだ．人が密な関わり合いをするのが当然の環

境に生まれ育ったので，逆になぜ地域の人と関わろうと

しないのかがわからないという． 

 佐藤さんが長い間，祭の周縁にいる者として過ごして

いたことがわかる話もあった．脇の沢の参加がなくなっ

てからも，七夕祭に対しては， 

｢自分ががっつり関わっている訳じゃないけども，でも，

全く他人のお祭っていう感覚ではなかった｣ 

｢うごく七夕，けんか七夕も，やってる方もそうだし，

周りから見ても，まあ陸前高田の顔でしょっていう感

覚｣ 

だそうだ．地元の人々が七夕を陸前高田というスケール

で捉え，自分たちのものだと意識していることがわかる． 

 全国太鼓フェスティバルによって，そのルーツとなっ

た七夕祭も注目を集め，以前よりも祭の観光客が増えた．

その際，観光客のことを考慮して祭を休日に合わせて行

った年もあったが，結局すぐに８月７日に戻してしまっ

た． 

｢やっぱり地元民のテンションが（８月７日でないと）

合わないんだよね｣ 

と佐藤さんはいう．陸前高田の外からの観光を中心に考

えているのではなく，実施する地元側の感覚，意識に寄

り添う祭であるとわかる．地元の人々は，どれほど有名

になっても，地区の個々の山車を作る自分たちが受け継

ぎ実施していくべき祭だと感じているのだろう． 

 

３．考察 

 以上，2013年８月７日のうごく七夕での参与観察と，

地元の４人の方への聞き取り調査結果をまとめた． 

 聞き取りの話や自身の体験より，担い手たちが祭の場

でしか得られない感覚を多く得ていることがわかる．太

鼓の叩き手であれば，太鼓の振動や他のメンバーとの一

体感に関する話もあった．太鼓を叩くにあたっては興奮

や連帯といった快感だけではなく，手の痛みや疲れとい

った身体への負荷も生じる．太鼓の演奏者は，耳や目だ

けでなく全身を使ってその瞬間を楽しんでいるのだ． 

 おはやしの太鼓を聞いている山車の引き手たちは，叩
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き手の興奮や力の入り様を間近で見たり聞いたりするこ

とになる．また，山車を引く手の重さや掛け声を合わせ

る感覚，山車の明かりと周りの闇との対比，体の疲れな

どの身体感覚は，祭組の中の全員が感じるものである．

これらの身体的な共通感覚を得ることで，一時的なもの

であれ，そこには共同の場がつくりだされる．筆者自身，

祭組との強い一体感，共同感覚を得られたのは，一日歩

いて体が疲れ，それでも皆と声を合わせている時だった．

その時生まれていたのは，いわば瞬間的な共同性という

ものであろう．自分たちの山車に付随してくる音や光や

汗といった身体性が，共同感覚の源となっていたのだ． 

 この，自分たちの山車に付随する身体性，共同性が，

七夕祭への重層的なスケールの思いをつくる．聞き取り

において，七夕全体は陸前高田のものであり，地元の自

分たちが担っていくものだという感覚と，他の祭組のこ

とは気に留めず，自分たちの山車に特別なこだわりを持

っているという感覚との重なり合いが見えた．後者のよ

うな思いが生まれることには，前述の身体性を通じた共

同感覚が関わっているだろう．実際に目に見え触れるこ

とができる山車や引き綱や太鼓，実感として得られる音，

明かり，疲れといったものは｢陸前高田の七夕｣という観

念ではなく，｢自分たちの山車，祭組｣において存在する．

祭の担い手たちにとって，祭の場というのはまず何より

も，物質性と具体性をともなったフィールドなのである．

聞き取りでは，震災後，七夕は地域の人々を集めるきっ

かけという声も多かった．ここからも，祭において周り

の人とのふれあいや共同性が重視されているとわかる． 

Ⅴ 結びにかえて 

 陸前高田は前述のように，震災によって大きな被害を

受け，その復旧，復興のために現在も刻一刻と変化して

いる地域である．今までは当たり前の存在であった，毎

年8月7日の七夕も，市内各地で生み出された太鼓も，そ

の姿を変える時が来るのかもしれない．変化の時期にあ

って，今陸前高田の人々は，当たり前に思っていたこと

や存在していたものを問い直す局面に立っていると言え

るのではないだろうか．本論文は特別に震災復興に焦点

を当てたものではないが，｢陸前高田の顔｣としての七夕

について地元の人々に語ってもらったことで，少しでも

これらの祭や地元について，彼らが改めて考える機会に

なったならば幸いである． 

 ここでは，本論文では触れられなかった点をいくつか

挙げておきたい．まず，2014年七夕の実施の可否は未定

であるということから，今後の七夕に注目していく必要

があるという点である．復興のための土地のかさ上げ，

地域で人が減ったことにより資金集めが困難であること

などが原因であるという．祭の持続性は，それを取り巻

く社会，物理的な状況にも大きく左右される．また，次

の世代の担い手である子どもたちの声を聞くことも，今

後の研究テーマとなり得る． 

 一方，本論文のための調査によって得られたのは，参

与観察という研究手法の重要さである．地域にとってよ

そ者である筆者が，七夕祭において一時的にでも地元の

人々との共同性を得られたことで，少しは地元の人々に

内在的な理解と記述ができたのではないかと考えている． 

 最後に，本論文を完成させるにあたってご協力いただ

いた陸前高田市の皆様に感謝の気持ちを持つともに，こ

れからまた姿を変えていくであろう彼らの地元を，いつ

までも大切にしてほしいと願い，結びとしたい． 

注 

1) http://www.3riku.jp/kanko/new/kenka-tanabata/kenka-

tanabata_2012.html 

2) http://www.bunka.pref.iwate.jp/ciss/bunkazai/detail

/id/445 

3) http://photo.sankei.jp.msn.com/kodawari/data2013/08

/07rikuzen/ 

4) http://tonomagokoro.net/archives/32507 

（上記のURLはすべて2013年12月20日最終閲覧） 
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