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1.はじめに 

筆者は「大衆芸能」は“場”の親密性を前提として、成り立つ芸能であると考える。明治期以降、

複製メディアの登場によりその性質のアイデンティティが危ぶまれるものの、現場における上演にこ

だわり続けたことによって、複製メディアとは一線を画し共存を上手く行ってきた。しかし、このコ

ロナ禍において「大衆芸能」の“場”は密であることを避けるように強いられている。 

本論文では大衆芸能の中から「大道芸」、「落語」、「大衆演劇」の 3 つを取り上げ、静岡市を対象に、

現代における大衆芸能の“場”のマネジメントの現状を調査することを目的とする。調査では次の 3

点を解明することを試みた。一つ目は現代における大衆芸能の公演の“場”の特徴の抽出である。後

述する各芸能における興行形態の種別を試みる。二つ目は演者でも客でもない興行者的立場、つまり

公演に携わる仲介者(「繋ぐ存在」)の特徴の現状を整理するものである。ヒアリング調査を通じた事

例を詳細に紹介する。三つ目はこのコロナ禍における対策が公演の運営において欠かすことが出来な

い一つの業務となったため、現状の整理を行いながら、今後はどのような存続の仕方が可能なのかを

考察する。 

 

2.大衆芸能とは 

一般に「大衆芸能」という語は定義が曖昧である。本論文において「大衆芸能」とは、演芸、寄席

芸、大道芸など大衆の娯楽として演じられる芸能の総称とした。加えて、(1)古代から近世の日本にル

ーツを持ち、現代に伝わる、(2)大衆に向けている、(3)ファン文化によって支えられる、(4)人と人と

の親密空間において展開している、以上 4 つの要件を満たすものとして捉える。 

 次に、大衆芸能者の歴史をまとめた。その存在は奈良時代以前から認知されてはいるが、世間から

明確に意識されるようになったのは、江戸時代において身分制度が確立して以降のことである。彼ら

は最も低い身分とされ差別的な扱いを受けていたが、人が集まる場に自ら赴き、複数の仕事の一つと

して、あるいは生活していくための手段として大衆に向けて芸をした。型というものはなく自己流で

あるため、当時大道で見ることが出来た芸能は多種多様でその種類は 1000 種類を超える。 

芸能に携わる立場は、「演者」、「観客」、そのどちらでもない仲介者的な立場「興行者」に分類され

る。現代ではプロモーター、プロデューサー、実行委員会等、他の名称で表記されることが多く見ら

れる。芸能の“場”を設定し運営にも携わる存在のことを、本論文では「繋ぐ存在」と表記する。 

 

3.大衆芸能の現状について 

現代において「大道芸」を楽しむことができる場というのは、街中、公園、屋内であれば商業施設

や公民館、学校、老人ホームなどが挙げられる。国内外問わず、大規模なフェスティバルイベントも

開催されている。静岡市内において「大道芸」の“場”に携わる「大道芸ワールドカップ実行委員会」、

「しずおか大道芸のまちをつくる会」、「あそ viva!劇場」の 3 団体にヒアリング調査を行った。 

「落語」を楽しむことができる場は、定席寄席[上野鈴本演芸場、新宿末廣亭、浅草演芸ホール、池

袋演芸場、国立演芸場(東京)、繁昌亭、喜楽館(大阪)、大須演芸場(名古屋) ]、ホールや劇場、学校な

どが挙げられる。静岡市内において「落語」の“場”に携わる「ななよせを楽しむ会」、「寄席バッソ」、

「清水にぎわい落語まつり実行委員会」の 3 団体にヒアリング調査を行った。 
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「大衆演劇」を楽しむことができる場は、専用劇場、温泉宿泊施設、健康ランド、ヘルスセンター

などが挙げられる。静岡市内において「大衆演劇」の“場”に携わる「清水ヒカリ座」、「時之栖 松

之湯」の 2 団体にヒアリング調査を行った。 

 

4.大衆芸能に関する今後の課題 

二章のヒアリング調査結果から、各芸能の“場”や「繋ぐ存在」に傾向がみられた。以下に、分類

の説明をする。主催団体が“場”を持たない場合を A、持つ場合を B とする。“場”が野外の場合を a、

屋内を b とする。“場”が専用の場合を 1、専用でない場合を 2 とする。ヒアリング調査から、「大道

芸」、「落語」、「大衆演劇」の“場”の種別は【A-a-2】、【A-b-2】、【B-b-1】、【B-b-2】に分かれた。 

 

各団体の分類 

[大道芸] 

・【A-a-2】「大道芸ワールドカップ実行委員会」 

・【A-a-2】「しずおか大道芸のまちをつくる会」 

・【B-b-2】「あそ viva!劇場」 

[落語] 

・【A-b-2】「ななよせを楽しむ会」 

・【B-b-2】「寄席バッソ」 

・【B-b-2】「清水にぎわい落語まつり実行委員会」 

[大衆演劇] 

・【B-b-1】「清水ヒカリ座」 

・【B-b-2】「時之栖 松之湯」 

 

 

 

図 1-“場”をめぐる関係性(筆者作成) 

 

 

 

 

 

 

①場を借りる ②場を貸す ③依頼をする 

④依頼を受ける ⑤広告・宣伝を行う 

⑥チケットを購入する/問い合わせ  

⑦公演の成立 
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A においては①と②の業務が生じているが、B においては仲介者＝“場”の管理者であるためこれ

らの業務は省略される。A のメリットは必要に応じて“場”を選ぶことができること、デメリットは

“場”を利用する際に管理者との手続きを行わなければならないことが挙げられる。B のメリットは

比較的自由度の高い運営ができること、デメリットは“場”の維持費がかかることが挙げられる。A

は「演者」がパフォーマンスをする仕組みづくり、B は管理/所有している“場”を「演者」に提供し

ている、と指摘できる。A は【A-a-2】と【A-b-2】にあたる。【A-a-2】は屋外ということで、天候に

より公演内容や集客に影響が出やすい。【A-b-2】空間の広さや設備といった違いがあるものの、環境

の外的要因や条件は一定である。 B は【B-b-1】と【B-b-2】にあたる。【B-b-1】は専用劇場なので舞

台のセットや設備が整っている。公演はほぼ毎日行っており、頻度が多い。【B-b-2】は公演の際には

会場の準備が必要となってくる。“場”はあるが多目的に利用されるため、客にとって鑑賞の目的と

する公演が頻繁に行われるとは限らない(表 1)。 

 

 

表 1-種別による“場”の特徴(筆者作成)  

＊共通事項として考えられるメリット(○)、デメリット(△)としてまとめた。 

A「“場”を持たない」 B「“場”を持つ」 

○必要に応じて“場”を選ぶことができる。 

△その都度、管理者との手続きを行わなければな

らない。 

△利用時間などの制限がある。 

○比較的、自由度の高い運営ができる。 

△“場”の維持費がかかる。 

【A-a-2】「屋外/専用でない」 【B-b-1】「屋内/専用」 

○公演に興味がない人の、集客が可能。 

△天候により、公演内容や集客に影響がでる。 

○舞台のセットや設備が整っている。 

△公演を行わなければ、収益は得られない。 

【A-b-2】「屋内/専用でない」 【B-b-2】「屋外/専用でない」 

○環境の外的要因や状況は一定。 

△客が固定化している。 

○“場”を多目的に使うことが出来る。 

△公演時の準備が必要。 

 

 各芸能における「繋ぐ存在」、広報、運営の傾向を表としてまとめた(表 2)。各芸能の性質によって、

それらに差異が生じていることが分かった。 
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表 2-各芸能にみられた傾向(筆者作成) 

ジャンル 区分 傾向 

大道芸 「繋ぐ存在」 ・「演者」にあたることが多い。 

広報 ・情報発信が「演者」主体であることが多い。 

運営 ・大道芸に特化したイベントが少ない。 

落語 「繋ぐ存在」 ・落語に仕事ではなく、趣味として関わる者が多い。 

広報 ・他団体との連携が広報面において、比較的とられている。 

運営 ・落語会/地域寄席という形態で、公演を定期的に継続している。 

大衆演劇 「繋ぐ存在」 ・役割が劇場主や支配人と明確である。 

広報 ・施設が所属している地域と協力関係にある。 

運営 ・公演運営が画一化されている。 

 

また「繋ぐ存在」の立場は、「有志」、「演者」、「興行者①(本業として行う)」、「興行者②(副業的に

行う)」、「行政」の 5 つに分類できる。それに伴い、運営や芸能への携わり方にも差異が生じている

ことが分かった(表 3)。 

 

表 3-「繋ぐ存在」における立場の分類(筆者作成) 

有志 活動理由:趣味が高じて。 

「【A-a-2】大道芸ワールドカップ実行委員会」、「【A-b-2】ななよせを楽

しむ会」、「【B-b-2】清水にぎわい落語まつり実行委員会(＊重複)」1 

演者 活動理由:表現の場が欲しい。 

「【A-a-2】しずおか大道芸のまちをつくる会」、「【B-b-2】あそ viva!劇

場」 

興行者① 

(本業として行う) 

活動理由:収入を得るため。 

「【B-b-1】清水ヒカリ座」 

興業者② 

(副業的に行う) 

活動理由:公演を行う意図が他にある。(例)施設への集客 

「【B-b-2】寄席バッソ」、「【B-b-2】時之栖 松之湯」 

行政 活動理由:事業の一環として。 

「【B-b-2】清水にぎわい落語まつり実行委員会(＊重複)」、「【B-a-2】ま

ち劇課」2 

 

 

 

 
1   「清水にぎわい落語まつり実行委員会」は例年会場であるエスパルスドリームプラザ、マリナ

ート、テルサ、清水銀座商店街と清水落語王国の代表者によって構成されており、このような表記

となった。 
2  「まち劇課」はヒアリング調査を行わなかったものの、本論文で取り扱い「まち劇スポット」と

してパフォーマンスエリアを静岡市から認定を受けた「まち劇パフォーマー」に提供しているた

め、比較対象として表に加えた。 
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大衆芸能は演者と観客、観客同士の物理的距離感が近いことから、親密空間において展開されると

いう性質がある。飲食を許容していることも特有の性質であろう。そうした大衆芸能の“場”は以下

のような課題がある。 

Ⅰ.距離を保った一体感の演出 

Ⅱ.新たな「演者」から「客」へのサービス 

Ⅲ.その他、組織を継続していく上での課題 

(＊特に地域としての特色の出し方)

 

5.おわりに 

各芸能の全国的傾向、客へのアンケート、具体的提案の実践によって、大衆芸能の新たな“場”の

可能性を探ることが今後の課題である。新型コロナウィルス感染症の拡大が懸念され公演やイベント

が従来のように実施することができず、文化芸術活動は制約を課せられた中にあるが、大衆芸能が今

後も日本や世界において親しまれる芸能であることを願う。 
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