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三匹獅子舞をめぐる「岡崎」の諸相

入　江　宣　子

　東日本を中心に稠密な分布を見せる風流系の一人立ち三匹獅子舞には、しば

しば民謡「岡崎女郎衆」の旋律が使われることはよく知られている（囃子につ

いては以下「岡崎」とする）。なぜ「岡崎」が三匹獅子舞と結びついたのかは

不明だが、かなり早い時点で「岡崎」は獅子舞の曲と認識されていたらしい。

ここでは各地の三匹獅子舞で「岡崎」がどのような使われ方をしているかのほ

んの一例を紹介する。この芸能の成立にかかわるなんらかのヒントが得られな

いかと模索している。

１、三匹獅子舞という芸能と「岡崎」

２、「岡崎女郎衆」の歌・旋律の特徴

３、東京都国立市谷
や

保
ほ

の獅子舞

４、福井県小浜市の雲
うん

浜
ぴん

獅子

５、静岡県掛川大祭のかんからまち

６、静岡県川根本町徳山の鹿ん舞

７、楽譜

終りに
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１　三匹獅子舞という芸能と「岡崎」

東日本でもっとも数の多い民俗芸能は獅子舞であろう。その獅子舞は伊勢太

神楽に代表される二人立ちの獅子舞（幕の中に２人入る）と、頭に獅子頭を頂

いた一人ずつが３人～８人の複数で踊る風流系の一人立ち獅子舞とに大別され

る。その他に少数ながら舞楽系伎楽系もあるが、ここでは一人立ちの風流系獅

子舞を対象とする。

一人立ちの獅子舞は雄２匹雌１匹の３人で踊る三匹獅子舞と８頭で踊る東北

の鹿踊りがその代表であるが、三匹獅子舞だけに限っても関東を中心に甲信越、

山形、秋田、青森、北海道にも分布が広がり、その数1400とも（笹原亮二：『祭・

芸能・行事大辞典』朝倉書店）言われる。本田安次、山路興造、小島美子、植

木行宣、笹原亮二、菊地和博、飯塚好など先行研究は多いが、その成立はまだ

解明し切れていない。しかし西日本の太鼓踊と関係がありそうだということは

早くから言われていた。特に近畿地方に分布する太鼓踊の中にじんやく踊とい

う曲種があり、そこで歌われる中世小歌の歌詞が三匹獅子舞と共通することか

ら、両者の関係が注目されてきた（山路興造、中村茂子、植木行宣らの研究）。

両者の決定的違いは、雄獅子２匹と雌獅子１匹からなる三匹獅子舞には、「女

獅子隠し」と通称される１匹の雌獅子をめぐっての雄獅子２匹の争いのドラマ

があることである。雄獅子２匹が争ううちに女獅子がいなくなってしまう（隠

れてしまう）。２匹が雌を探し廻り、ついに見つけて仲直りするというのが、

おおざっぱな筋である。三匹獅子舞にも実に多様な様式があり、「女獅子隠し」

を欠くものもあり、「弓掛り」「剣掛り」など「掛り物」といって弓や剣の廻り

をめぐるものなどがあるが、「女獅子隠し」の曲の多くは複数の歌によって進

行し、その歌の歌詞が近畿地方のじんやく踊と共通なのである。

筆者もこの点に関して長年考えてきたが、少なくとも主に関東地方に多い歌

によって進行する「女獅子隠し」型について、じんやく踊との深いつながりを

確認することができた。まとめると次のようになる。

群馬県北部の三匹獅子舞のいくつかを観察すると、「じんやくや」という近

畿圏のじんやく踊とおなじハヤシ言葉をもち、大じんやくと小じんやくからな
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る「じんやく踊」そのままの形式をうけつぐ部分があり、その小じんやくの部

分に「女獅子隠し」が侵入してきたことが分かった。もっともここではまだ「女

獅子隠し」のドラマは未発達で、雄獅子２匹の争いには至らず、さらっとした

対峙である。

歌についての詳細は拙稿「じんやくを含む三匹獅子舞」にゆずるが、本論で

は笛によって演奏される「岡崎」に注目したい。この「女獅子隠し」の萌芽と

もいえる部分で「岡崎」が囃子として奏されているのである。例えば群馬県新

治郡羽場の場合、獅子舞は初吉利（しょてぎり）、仲吉利（なかぎり）、後吉利

（しまいきり）の三つの舞からなり、各舞はそれぞれ約45分で、途中15分ほど

の休憩を挟んで次々に演じられる。各舞は順逆（「やあ順逆よ」のハヤシ言葉

が付く）、庭見、歌吉利、大入羽、小入羽、乱舞、岡崎の部分から成り、順逆

と歌吉利と乱舞に歌が入る。歌詞は各舞によって一部入替があるが共通歌の方

が多い（入替が可能な独立した小歌を適宜挿入することがじんやく踊の特長で

ある）。歌は太鼓の簡単なリズムで伴奏される。後吉利のみ乱舞の前に「桃の

切（とうのきり）」という曲が加わるが、これが「女獅子隠し」に相当し、「思

いもよらぬ朝霧がおりてそこで女獅子がかくされたよな」など「女獅子隠し」

特有の歌詞が歌われる。そして各舞の最後は「岡崎」の曲で締めくくられるの

である。

群馬県高山村尻高の役原獅子舞は前庭と後庭の２つの舞があり、途中たっぷ

りの休憩をはさみ、続けて演じられる。前庭は「しゃぎり、では、きりかた、

ぎんぎゃく、庭見、掛川、かっか（けんか）、七夕、朝霧、いりは、しゃぎり」

で１時間弱、後庭は「しゃぎり、では、ひゃーとひゃ、ぎんぎゃく、おかざき、

大ぎり、いりは、しゃぎり」で約42分から成り、ぎんぎゃくの曲のみに「やー

ぎんぎゃくやー」のハヤシ言葉が語尾に付く。前庭の「かっか（けんか）」の

部分が「女獅子隠し」の雄獅子２匹の争いに相当するのだが、２匹は向かい合っ

て太鼓を打合う程度で、本格的「女獅子隠し」（女獅子をめぐる雄２匹の争い）

には程遠い。そして後庭の「ぎんぎゃく」のすぐ後に「岡崎」が続く。「岡崎」

の旋律を覚えるための笛の唱歌（文句）には、「オーカザキジョンジロショワ

　オーカザキジョローショーワ　ヨーイジョロショー」などと、「岡崎女郎衆」
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の歌詞と旋律がほとんど生の形で利用されている。また各舞の前後に奏される

「しゃぎり」にも「岡崎」の旋律が聞こえる。　

以上の例からわかることは、三匹獅子舞のごく初期の段階から「岡崎」が使

われていることである。三匹獅子舞を三匹獅子舞たらしめている「女獅子隠し」

がまだ独立した１曲（重要部分）に発展する前にすでに必須の伴奏音楽として、

「岡崎」が使われているのである。近畿地方のじんやく踊にはなかった「岡崎」

が、なぜ三匹獅子舞とこんなに早い時点から結びついたかについて、江戸時代

初期急速に三匹獅子舞が広がった背景に徳川家家臣団の政策があり、徳川氏の

出身地である三河の民謡「岡崎女郎衆」を抱き合わせたのではないかという説

（山路興造）があったが、今のところ裏付けとなる資料に欠ける。

千曲川に沿った長野県小海町の川平の鹿舞（ししまいと読む）では、「ぎんにゃ

く」という曲の中で「岡崎」の旋律が笛で吹かれ、隣地北相木村栃原の獅子舞

では同じく「ぎんにゃく」という曲の中で、「岡崎」が笛なしで「岡崎じょんじょ

ろしょー、岡崎じょんじょろしょはよいじょろしょ」の歌詞そのままで歌われ

る。この２例には女獅子隠しはない。「ぎんぎゃくや」のハヤシ言葉もない。

曲名としてのみ「じんやく」が伝承されている。「岡崎」の存在は三匹獅子舞

の成立に関わっている可能性はないだろうか。

２　「岡崎女郎衆」の歌・旋律の特徴

「岡崎」のルーツである「岡崎女郎衆」は、江戸時代初期に三河国岡崎地方

から広まったと言われる流行りうたで、歌詞は「岡崎女郎衆　岡崎女郎衆　岡

崎女郎衆は良い女郎衆　岡崎女郎衆は良い女郎衆」とごく簡単なもの。前半と

後半それぞれ２回ずつ繰り返される単純な歌詞と覚えやすい節回しが特徴的

で、江戸時代初期の寛文4年（1664）発行の初心者向け稽古本『糸竹初心集（し

ちくしょしんしゅう）』には三味線と筝の曲として楽譜が載っている（楽譜１）。

また貞享２年（1685）に出た『大怒佐（おおぬさ）』の三味線譜には「しゝお

どりの切に是を引く」とあり、早くから獅子踊の曲として知られていた。江戸

時代17世紀前半にはすでに三匹獅子舞が成立していて関東地方に広まりだした
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と想像され、早くも17世紀後半には出版物に載るほどの勢いがあったというこ

とか。現在「岡崎」は三匹獅子舞のほかに、関東、北陸、東海地方の祭礼囃子

や里神楽の曲にも利用されており、大変息の長いヒットメロディーである。多

くの場合、「岡崎女郎衆・・」という歌詞が歌われることはなく（前項栃原の

獅子舞では歌詞を歌う）、その旋律だけが利用されているのであるが、特徴あ

る旋律型からすぐそれに気付くことができる。特に冒頭の４個の４分音符によ

る上行音型（レミミソ）は、後述の祭り囃子の唱歌の中でもそこの部分だけ「オー

カーザーキ」の文句で唱えられ、原曲の存在をアピールしている（楽譜６）。

３　東京都国立市谷保の獅子舞

関東地方は至る所に三匹獅子舞があり、特に埼玉県群馬県の分布密度が濃い。

東京都でも中野区江古田、豊島区東長崎、大田区大森など23区内にも伝承され

ているが、多摩地域には全域に亘って分布がある。ここでは「岡崎」を徹底的

に利用している例として取り上げる。　　　

国立市谷保の獅子舞は甲州街道沿い高地の住宅地と低地の田圃との境に位置

する天満宮で、９月25日前後の日曜日に演じられている。丸い土俵を囲むよう

に四角い砂場があり四隅に警護役が陣取る。埼玉県などに多い四隅に花笠役の

少女たちが立って棒ササラをスル様式ではない。土俵上ではまず少年たちによ

る棒の打ち合わせがあり、続いて天狗と腹に枠付き締太鼓を付けた３匹（雄獅

子（子供）、雌獅子、大頭）による獅子舞が始まる。全体は「回れや回れ水車

　回り回りて堰に迷うな」を始め現在15の歌とともに進行する一曲形式で、お

よそ40分の演技時間のうち前半３分の２が女獅子隠し、残りが腰休め、飛び違

いなど谷保独自の動きである。特に４人が膝を折って地面に座り上半身を後ろ

へのけぞらせる「腰休め」は珍しい動きである。

始めは３匹の獅子と天狗の４人が丸く輪になって立ったり座ったり、外側を

向いたり内側を向いたりして舞っているが、３つ目の歌「思いもよらぬ朝霧が

降りて　そこで女獅子がかくされた」で雌獅子が輪の中心に座り込む。いなく

なった女獅子を雄２匹は懸命に探し回り、やっと見つけて２匹は大喜びして女



入江宣子　　三匹獅子舞をめぐる「岡崎」の諸相368

獅子にすりよったりする。この「女獅子隠し」のもっともドラマティックで動

きの激しいところで、「うれしやの風に霞を吹きあげて　雌獅子雄獅子が顔を

並べた」の歌のあと、「岡崎」の旋律が何回も繰り返される。だんだんテンポアッ

プするとひょっとこが出てきて獅子たちにからむ、急にゆったりするとひょっ

とこが退場するなど、獅子たちの気分に合わせるようにテンポが頻繁に変化し、

その間執拗に「岡崎」の旋律が繰り返される（楽譜２）。

実は「岡崎」は15の歌のうち初めの７曲、後ろの３曲の伴奏にも使われてい

る。繰り返される「岡崎」の笛メロディーにのせて、別な旋律（10曲ほぼ共通）

の歌が歌われるのである（楽譜３）。すなわちここで日本音楽には珍しい複旋

律が聞けるのだが、歌部分の音高は流動的で意図した音程関係ではない。歌い

手はほとんど笛を無視して歌っている。一方後半「腰休め、飛違い」の部分の

歌5曲は、笛伴奏なし、あるいは「岡崎」ではない旋律が伴奏である。歌の旋

律は前半のそれよりも音域が広く（半音を含む）近世的都節音階である。２種

類の歌の旋律と伴奏音楽との関係、すなわち「岡崎」の有無はここの獅子舞の

成り立ちを暗示していないだろうか。なお最初の舞い込みの旋律も「岡崎」変

奏曲である。全体が「岡崎」変奏曲の獅子舞はほかにもあるが、舞の伴奏にも

歌の伴奏にもここまで「岡崎」そのままを変形なく徹底利用する事例は、そう

多くはない。１で紹介した群馬県の事例と同じく、一番動きのある女獅子隠し

の場で「岡崎」が使われていることが分かる。

４　福井県小浜市の雲浜獅子

福井県には西日本には珍しい風流系の三匹獅子舞が伝わっている。寛永11年

（1634）藩主酒井忠勝の国替に伴い、武州川越から連れてこられた獅子舞演技

者が一子相伝で伝えてきたもの。川越の城下町に隣接する石原のささら獅子舞

を殿中で舞わせていた時に加増の知らせを受けた忠勝は大いに喜び、獅子舞組

を伴って小浜入りしたという。一方川越市石原側の伝承にも、慶長12年（1607）

石原町観音寺で舞ったのが始まりだが、寛永11年以降、獅子頭と演技者を欠い

てしばらく中絶していたが、75年後の宝永６年（1709）高沢町井上家から獅子
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頭の奉納があり、隣接の太田ヶ谷（鶴ヶ島市）から舞を習って復活、現在に至

るとある（したがって現在の川越市石原の獅子と小浜の雲浜獅子舞は、異なる

形式を伝承している）。

江戸初期に小浜に伝わった三匹獅子舞は、関東組として扶持米をもらい藩主

の産土神廣峯神社の祭礼である祇園祭と城内の行事にのみ演技を披露し、幕末

に至った。明治になって廃藩で解散した関東組の人たちから旧雲浜村の青壮年

が習ったのが現在の雲浜獅子であり、その後小浜町内の４つの区が習い、今も

毎秋の小浜放生祭に参加している。結果として江戸初期の三匹獅子舞の姿をほ

ぼ保ったまま、現在に伝えているのである。

小浜旧市街地に隣接した１番町（旧雲浜村）、現在はJR小浜駅からの大通り

に面した商店と一般民家が混在する地域に本陣があり、毎年５月３日の小浜神

社例祭お城祭で演じられる。小浜神社は明治８年小浜城址に創建され藩祖酒井

忠勝公を祀る。全体は16の歌で進行する１曲形式で、老獅子、雌獅子、若獅子

の３匹は頭毛の色からそれぞれ白、赤、黒と呼ばれている。腰につける太鼓は

枠付き締太鼓。舞の場所は戸外のみ。注連縄を張るなど特別なことはしていな

い平らな地面で、中央に獅子３匹が陣取り、周囲を５人位の獅子追いという後

見役兼歌うたいが囲み、８～ 10人の笛方が赤布を垂らした菅笠を被って傍ら

に付く（写真１）。

16曲の歌の歌詞は、川越から連れてこられたので当然関東の同種の獅子舞と

共通する。「まわれや車　水車　大崎まわれば堰にからまる」「思いもよらぬ朝

霧おりて　そこで雌獅子が隠されたよ」「嬉しやの風にかすみを吹き上げて　

雌獅子雄獅子が顔を並べた」などは２の国立市谷保の獅子舞とも共通する。実

際には長い間に意味が分からず変化したものもあるが、守り伝えることが使命

の関東組であるから、小浜独自の歌や舞はないであろう。

雲浜獅子の場合も全体を通して基本となる旋律は「岡崎」である。道引きで

は「岡崎」そのまま、続く「前の門掛り」は「岡崎」をゆっくり引き延ばした

形、「後の門掛り」は「岡崎」のリズムを細かくした変奏曲である。ただし雲

浜獅子の「岡崎」は、民謡「岡崎女郎衆」の旋律そのままではない。「岡崎」

の特徴である最初のフレーズ２個分８小節を半分の４小節に凝縮、５小節目か
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らは高音域ドからスタートしてもう一度繰り返すという巧みな編曲で、結びの

原旋律はシラソと下降するのだが、ここでは笛の音域に合わせて低いラはオク

ターブ上がって終わり、「岡崎」の旋律を大まかにたどることができる（楽譜４）。

雲浜獅子の歌の旋律は２種類あり、最初の「回れや車水車」ほか８曲の旋律

A と最後の「日は暮るる　道の根笹に露がうく　おいとま申してあとひきか

ばや」ほか７曲の旋律B、ほかに１曲だけ半音を含む都節音階の旋律がある。

旋律A（楽譜５）を見ると、前半後半それぞれ２回ずつ繰り返し後半は下降す

るという「岡崎」と同じ傾向はあるが、ただし音型自体は異なる。ちなみに旋

律Aの歌の笛伴奏は４小節の短い音型の繰り返しである。

小浜の町人木崎惕窓（元禄２年（1688）～明和３年（1766））が宝暦７年（1757）

（追記が「宝暦10年」）に著した優れた郷土誌『拾椎雑話』巻二十に、「竹原祇

園祭礼に獅子舞有、寛永御国替の時関東より御供申、此国は引越の足軽を関東

組と云、此組より毎年仕立て出る事也。本国三河たりし、笛のせうか（しょう

が　唱歌　節をおぼえるための笛の文句　筆者注）に、岡崎女郎衆と唄、今に

関東には此獅子まひ有」とあり、はっきりと三匹獅子舞の囃子は「岡崎女郎衆」

だと認識されているのである。ただしその旋律は現在の若狭型「岡崎」よりは

原型に近いものであったかどうかは不明である。ここでいう「竹原祇園祭礼」

とは小浜市広峰神社祇園祭のことで、江戸時代には華やかな練物や囃子で賑

わった。その芸能内容は現在小浜八幡神社放生祭に引き継がれている。雲浜獅

子の若狭型「岡崎」は明治以降小浜町内に拡がった４つの獅子舞（男山、玉前、

多賀、日吉）にも当然引き継がれており、若狭地方の人気芸能である棒振り大

太鼓の三人棒の曲にも取りこまれて広まっている。

また若狭地方の祭囃子には「岡崎」「獅子」「布袋」「布袋しゃぎり」などい

くつもの曲名をもつ一つの旋律がよく聞かれる。一見「岡崎」とは異なるよう

だが、「岡崎」の特徴的旋律に合わせて「オカザキ」の文句が笛唱歌の中に挿

入されていることから、ルーツは「岡崎」であろう。ここでは若狭最大の祭り

である高浜七年祭りに奏される横町のヤマの囃子を挙げる（楽譜６）。
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５　静岡県掛川大祭のかんからまち

静岡県掛川市の三年に一度の掛川大祭で演じられる三匹獅子舞「かんからま

ち」。東海地方唯一の三匹獅子舞でそのルーツはまだ不明である。筆者はこの

笛旋律を聞いても「岡崎」に気が付かず長年別系統かと思っていたが、改めて

聞いているうちに長く引き延ばされてはいるが、原型は明らかに「岡崎」だと

確認できた（楽譜７）。地元の祭り研究家松浦徹氏を通して問い合わせてみると、

笛の合いの手（口唱歌）に「オーオカザーキーイーイー」「オカザキヒャーコッ

コ」とあり、稽古では唱えているという。

「かんからまち」は掛川市瓦町に伝わる三匹獅子舞で、戦国時代牛頭天王社

に奉納舞を舞ったのが始まりという伝承がある。江戸時代には御殿の中まで草

鞋履きのままで上がって演じたと言われ、個人宅では舞われることがない門外

不出の舞であったという。現在の掛川大祭でも瀧尾神社の拝殿に草鞋履きのま

ま上がる。全体はゆっくりした「道行」で歩き、「三角舞」で舞場に飛び込ん

で踏み清める所作、周囲を10人の笛方と警固の従士が囲む。続く「本舞」が女

獅子隠しの部分、雄獅子同士の争いで獅子は座っての屈伸や大きく側転をする

など動きが激しい。最後は「戻り三角舞」で再び３匹で向い合って納めの舞と

なる。

かんからまちの音楽の特徴は、全体に大変ゆっくり間合いを取って音が進行

することである。地元では「息が長いので笛は10人は要る」と言う。一人では

とても息が続かないので大勢で音をつないでいかねばならないのである。獅子

の動きは激しいのに笛の音は超スローなので、筆者もつい「岡崎」のメロディー

を聞き逃していた。その気になって聞いてやっと「道行」「三角舞」が「岡崎」

だと分かったが、「本舞」はさらにロングトーンが続き、まったく旋律を聞き

取ることはできない。その上獅子の動きに連動してテンポの細かいゆれが甚だ

しい。不正確な掲載楽譜ではあるが、前半後半各々２個ずつ同じ音型が繰り返

される「岡崎」の特徴はみてとれる。部分的ながら「岡崎」を聞き取ることで、

関東の獅子舞との関係を感じることができたが、それ以上の追求はまだできて

いない。筆者は後述６の「鹿ん舞」の調査報告書で、かんからまちには「岡崎」
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がないと書いてしまった。ここで訂正をしたい。

６　静岡県川根本町徳山の「鹿ん舞」

静岡県大井川上流の川根本町徳山の浅間神社には、ヒーヤイ踊という少女た

ちによる古風な踊りと大人の狂言、そして中学生たちの「鹿ん舞」と呼ばれる

芸能がお盆に演じられ、まとめて「盆踊」と総称されて国指定になっている。

新潟県の綾子舞と同種の中世小歌で踊られるヒーヤイ踊と狂言は、盆の期間に

演じられるが祖霊を迎える芸能ではなく、江戸時代の関係文書が皆無なので詳

細は不明だが、明治中頃神社祭礼に組み込まれ、本来地蔵堂の芸能である「鹿

ん舞」も明治の終り頃合流したという。

「鹿ん舞」は、３匹の鹿（大きな角を付けた雄鹿が先頭に、すぐ後に２匹の

雌鹿が三角形に並ぶ）とお伴役（うち数人はひょっとこ、水呑百姓などの面を

付ける）が、笛・太鼓・鉦・拍子木の囃子に合わせて、両手に持った60センチ

の回し棒を回しながら飛び跳ね前進する（写真２）。地元の伝承では元亀年間

（1570－1573）長雨での不作に加え害獣の被害に苦しみ、竹の皮に獣の顔を描

き籠にかぶせたものを頭にのせ、害獣駆除と作物豊作を祈って舞い続けたのが

元という。以前は若衆たちの激しい大暴れの跳躍だったが、今は囃子も含め全

員中学生で行儀が良く「まるで小鹿だ」との声が聞かれた。

全体は「道行」「鹿よせ」「鹿ん舞」の３部分からなり、続けて演じられる。

歌はない。「道行」は次の踊り場への移動時に奏され、「鹿よせ」では隊形を整

え回し棒を地面に突き上半身屈む姿勢で待機する。続く「鹿ん舞」で片足けん

けんで右右左左と跳ねながら前進する。確認するが「鹿ん舞」は三匹獅子舞で

はない。東北の鹿踊りを「ししおどり」と発音するように鹿と獅子は一体化し

た存在だが、鹿ん舞は雄１匹に率いられた雌２匹で、雌雄の争いがあるわけで

はない。ただこの囃子が「岡崎」そのままの旋律であることが気になる（楽譜

８）。どうかすると焼畑農耕民に身近だった鹿の様子の再現と解釈されそうな

芸態だが、その囃子は鹿の跳躍にぴったり合った軽快な「岡崎」で、新しささ

え感じられる。同種の芸能が周辺にないこと（隣地の田代神楽の「鹿舞」は全
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く別芸態）から、同じ静岡県内でそう遠くはない東海道掛川宿に伝わる「かん

からまち」との関係が気になる訳である。前項で述べたように「かんからまち」

の「岡崎」は原形をとどめない程に間合いが長く、これを鹿ん舞に直接取り込

むことは想像できない。「かんからまち」経由ではなく、直接流行曲を取り込

んだか他の芸能からか、そのルートは残念ながら今後の課題である。

７　楽譜

民俗芸能の実演の採譜は、演奏自体が大変流動的不安定な場合が多く、五線

譜作成ルール通りにはいかない。通常、楽譜の最初に置かれる拍子記号（例：

４分の４拍子）は記入しない場合も多い。獅子舞の動きや演奏者の癖などによっ

て１小節の長さが長くなったり短くなったりする故である。間の取り方によっ

て伸縮もする。また音高や一音の長さも複数聞こえてきて確定できない場合も

多い。テンポ（速度）の表記も必要な場合はストップウォッチによって計測す

るが、ここでは確定したテンポではないので、軽快に、中位、ゆっくりなど、

大まかな表示にしてある。音の高さは比較できるように同じ音域に揃えてある。

１以外の採譜はすべて筆者による。

１、「岡崎女郎衆」：『糸竹初心集』から箏の「岡崎」（作譜：久野壽彦）

２、国立市谷保の獅子舞　女獅子隠しの笛

３、国立市谷保の獅子舞　歌と伴奏の「岡崎」

４、福井県小浜市雲浜獅子　道行　（『福井県の民俗芸能』より）

５、福井県小浜市雲浜獅子の歌と囃子（『福井県の民俗芸能』より）

６、若狭の祭礼囃子の「岡崎」（『都市の祭礼―山・鉾・屋台と囃子』より）

７、静岡県掛川大祭の「かんからまち」

８、静岡県川根本町徳山の鹿ん舞（『徳山の盆踊り調査報告書』から）
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写真２　静岡県川根本町徳山の鹿ん舞（撮映　久保田裕道）

写真１　福井県小浜市雲浜獅子（撮映　垣東敏博）
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終りに

　三匹獅子舞で奏される「岡崎」について、筆者の野外調査例の一部を紹介し

た。歴史的な考察が欠けている本稿はほんの素描に過ぎないが、「岡崎」の存

在の大きさと重要性を分かっていただけたらと願う。谷保と雲浜の挿入歌の旋

律は「岡崎」と同じように前半と後半の旋律が各２回ずつ繰り返されている。

「岡崎女郎衆」は三匹獅子舞の囃子ばかりでなく、歌の旋律にも影響を及ぼし

ていると言えないだろうか。なお「岡崎」は関東の一部の獅子舞や里神楽では

道化役のことを指す。まことに得体のしれない怪物である。
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