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要旨

掛け合い歌による儀礼空間の歌い方
一一追善供養儀礼で歌われたラオスの掛け合い歌

「カップ・サムヌア」の事例

梶丸岳

ラオスには「カップラム」と呼ばれる歌謡がある。本研究はその一つ「カップ・サムヌアJ

の掛け合いについて紹介する。カップ・サムヌアはラオス北部フアパン県でラオや赤タイによっ

て歌われている歌であり、基本的には男女一人ずつが民族楽器ケーンの伴奏で歌を掛け合う。

この歌は従来さまざまな場面で歌われていたとされるが、現在はセミプロの歌手によってもっ

ぱら追善供養儀礼の夜に徹夜で歌われる。本研究ではこの場で歌われた歌詞の内、官頭から 7

ターン固までの、儀礼に参集した人び、とへの挨拶や儀礼の準備に関する事柄を歌った部分の歌

詞を示すとともに、そこに見える流れを詳細に観察した。そこから、この場を支えているのが

宗教観・他界観と相互行為の形式性であることが明らかとなった。本研究での考察はいまだ予

備的なものに留まるものであり、今後研究を進め、他の歌との比較を行っていくことが今後の

課題となるだろう。

1.はじめに

カップラム (khaplam'，2U仇)はラオス北部の歌を指す「カップJとラオス南部の歌を指す「ラ

ムJを組み合わせた用語であり、ラオスにおける伝統的な民謡の総称である。基本的にはラオ

スの主要民族であるラオの歌謡を指すが、多民族からなる国民の統合を志向する政府はモンや

クムの歌謡についても「カップラムJに含めている20

ラオスは長らく内戦状態にあったうえに、ラオス人民革命党がラオス全土を支配下に置いた

1975年から、「チンタナカーン・マイJ(新思考)と呼ばれる改革開放路線が打ち出された

1986年まで、西側諸国にとってほほ鎖国状態にあり、 1994年にようやく外国人が自由に圏内

を移動できるようになった 3ということもあって、東南アジアのなかで研究の蓄積がもっとも

薄い国のひとつである。とりわけラオス北部については長らく治安が悪く、交通網が十分整備

されていなかったこともあって、あらゆる分野において研究が進んでいないと言ってもよいだ
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ろう。

これはカップラムについても同様である。南部のラム・シーパンドンとヴイエンチャン近郊

で歌われるカップ・グム4や東北タイのラオが歌うラム5については先行研究があるが、北部の

カップについてはほとんど先行研究がない。藤井知昭を研究代表として 1990年代に行われた

現地調査の報告論文 6にはさまざまな地域・形態のカップラムの概要がまとめられており、そ

の中にはルアンパパーンのものを含めたいくつかのカップも含まれているが、ここでの調査で

も中心はラムで、本稿がテーマとするカップ・サムヌアについては未調査であるとされている。

本稿は 2013年2月、 3月、 5月、 10月

--12月ののべ約 6ヶ月間にわたってフ

アパン県の ML村、 MW村、 L村(とく

にML村)を中心に行なった調査に基づ

き(図 1、図 2)、ラオス北部にあるフア

パン県で歌われているカップ・サムヌア

の概略を述べる。そのうえで2013年2月

に収録したプンターン(追善供養儀礼)

におけるカップ・サムヌアの書き起こし

資料の一部(冒頭から 7ターン目までの、

儀礼に関する歌から恋愛の歌に入る部分

まで)を提示するとともに、その歌詞に

見られる表現上の特徴と内容の特徴につ

いて基本的な分析を行う。

2.カップ・サムヌアの概略

カップ・サムヌア(khapSamneua， eu 

釘cぬe)はその名の通りサムヌアを中心

地とするフアパン県で歌われてきた歌で、

おおむね一定の旋律に即興で歌詞をあて

はめるかたちで歌われる。歌詞の多くは

歌い手たちが記憶している彪大な定型句

をもとに作り出される。この歌はひとり

で歌われることもあるが、基本的にはラ

オスの民族楽器であるケーンの伴奏とと

もに男女一人ずつの掛け合いで歌われる

(写真 1)。歌詞は長詩型で韻律パターン
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については不明確であり、 lターン歌い終え

るのに数分から十数分かかる。

カップラムは一般的に民族名あるいは地名

をもとにジャン lレが分けられているが?、フ

アパン県のカップも「カップ・サムヌアJ(= 

サムヌアのカップ)以外に「カップ・タイデー

ンJ(赤タイのカップ)や「カップ・タイダム」

(黒タイのカップ)といった民族名による分

類がみられる。このうちカップ ・タイダムは
写J'o.カγプ・サムヌア

カップ -サムヌアとはまったく~Ij物として扱われているが、カップ ・ タイデーンは赤タイ語が

フアパン県で話されているラオ語とよく似ていることや、赤タイとラオがしばしば近接して居

住していることもあり、カップ ・サムヌアとは「旋律が追うだけで同じ」であると言われてい

る。笑際、カップ ・サムヌアの歌い手の多くはカップ ・タイデーンも歌え、今図書き起こし資

料を提示したものを含め、掛け合いではしばしば両方が歌われる九

またさらに、カップ ・サムヌアはそれが歌われる場や内容に応じてサブジャンルに分けられ

ている。場による分類としては「結婚式のカップJr追善供養儀礼のカップJrスークワン9のカッ

プJr家の新築祝いのカップ」そして「会議のカップ」がある。このうち「会議のカップJは

党の宣伝工作の一環と して政治的な内容が歌われる「新しいJカップであり、それ以外は伝統

的なものであると現地の人びとは言う。さらに内容によるサプジャンルとして「カップ ・トー

ニェー(凶apthoo白とと， 21υ ゐCCEJ)Jがあるが、これは直訳すると「からかい ・冗談のカップ」

という意味であり、恋愛の掛け合いを指す。これはどのような場でも歌われるといい、娯楽色

の強い歌である九

現在、カップ ・サムヌアの歌い手は基本的に依頼を受けて歌いに行き、報酬を主催者から受

けとるセミプロである。かつてはカップで恋愛をしたという話も現地では聞かれたが、サムヌ

アの市場にある VCD屋では 1940年代のカセッ トテープ録音を CDに復刻 したものが売られて

いたことから、 1940年代の時点ですでにカップで報酬をもらうセミプロ的な歌手がいたことが

わかる。カップを歌うにはかなりの分量の歌詞を党えておく必要があり、さらにどのように歌

詞を返していくかについて経験も求められるため、カップが上手に歌える人は「技能 -知識の

ある人Jを意味する「モーJをつけて「モーカップ」あるいは「モーラムJと呼ばれている 11。

このように多様な場でセミプロ的な歌い手によって歌われてきたカップ・サムヌアであるが、

フアパン県では実際に歌われる場がかなり減少してきているように見受けられる。調査期間中、

私が依頼したものを除いて実際にこの歌が歌われたのは「ブンターン (bunthaan，υυωっυ)J

と呼ばれる追普供養儀礼(あるいは葬儀)の場のみであった。しかもある村では、私が依頼し

た分が終わったあとはテープでカップを流すだけであり、ブンターンでも生のカップが必須と
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考えられていないことは明らかであった。これは若い人がほとんどカップを聞かなくなってし

まい、歌詞の意味がよくわからなくなっていることと関係があるように思われる。また、歌い

手そのものが急激に減っていることもフアパン県におけるカップの衰退に拍車をかけているよ

うである。 L村に住む歌い手によると、フアパン県北部を流れるマ一川流域(図2の北側国境

から L村、シェーンコーを通って東に行く道沿いの地域)ではここ 10年で有名な男性歌手は

ほとんど死亡してしまい、女性歌手も首都ヴイエンチャンへ移住してしまったため、この地域

に歌い手がほぼいなくなってしまったという。サムヌア周辺でも多くの歌い手がヴィエンチャ

ンに移住するなどしたため歌い手が減少している九

こうしたなか、カップ・サムヌアが今でも盛んに歌われているのはサムヌアからヴイエンサ

イにかけての、幹線道路が走っている地域である。その要因としては、交通の便が良くバイク

で容易に行き来できること、歌い手が比較的多く歌い手間のつながりもあること、そしてなに

より歌い手とケーン演奏者を呼べるだけの財力がある人が比較的多くいることが考えられる。

次節でみていく追善供養儀礼もサムヌアで行なわれたものであるo では、以下具体的にカップ・

サムヌアがどのように歌われているのかを書き起こし資料をもとに見ていこう。

3.追善供養儀礼におけるカップ・サムヌア

ML村村長でありケーン職人兼演奏家、カップ・サムヌア歌手でもあるアンポーン氏による

と、追善供養儀礼におけるカップ(f布施を送るカップJ(凶apsongkoongth泊凡さU:5'~:meつU)')lJ)

とも呼ばれる)は一般に夜9時頃に開始される。ここでは死者の魂を呼んで儀礼の場に迎える

歌が歌われる。日付が変わる 12時頃にはカップ・トーニェーに移行する。さらに朝 3時頃に

なると死者をあの世 (sawansan白a，~::mõlJふふ)に送り返す歌が歌われる。そして朝 5 時頃
には主催者や葬儀の手伝いに来た人びとへの感謝を歌うカップ(凶apkhoopcaI， 2ue>eu2~) が

歌われて、掛け合いが終了する。終了後は簡略的なスークワンの儀礼が行なわれ、主催者より

報酬が手渡される。実際に私が観察した限り、アンポーン氏が参加した追善供養儀礼および村

の寺院で聞かれた追善供養儀礼ではおおむねこの通りに掛け合いが進行していた130 ただしこ

れらの移行はスムースに分けられるものではなく、カップ・トーニェー的な歌調と儀礼に関す

る歌詞が平行して歌われることも多い。

本稿に資料として添付したのは、 2013年2月4日夜から 5日早朝にかけて、サムヌア市街

地で催されたカンティー氏の追普供養儀礼におけるカップ・サムヌアの冒頭から 7ターン固ま

での全体である。ここでは以下詳細に見ていくように、主催者および儀礼に参集した人々への

あいさつや、儀礼の準備に関する事柄などが歌われている。これと重なるようにして、掛け合

いはカップ・トーニェーに移行していく。 4ターン目から 6ターン固までは男女双方ともに追

善供養儀礼のすばらしさを讃える内容が半分以上を占めているが、 7ターン目になるとおおむ

ね恋愛的な内容が主になってくる。この時点で時刻は夜の 22時半であった。
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参考までにこれ以後の流れについて簡略に述べておくと、ここから未明に至るまでかなり長

い間 (33ターン固まで)、休憩をはさみながらカップ・トーニェーが歌われた。なお言うまで

もないが、ここで交わされる恋愛のやりとりは娯楽のためのものであり、真剣なものではない。

ここでは時折聴衆からおひねりが渡されることがあり、そのたびに返礼として来客を祝福する

歌がそれまで歌っていたもののなかに挿入される形で歌われた。夜半まで会場はそれなりに盛

り上がりを見せるが、それ以後来客たちは三々五々帰宅し、儀礼や宴会を手伝う人びともあら

かた寝てしまう。開始時にはおそらく 100人弱いたと思われる聴衆は、深夜3時ごろには 10

人程度まで減っていた。これぐらいの時間になると、疲労もあいまって掛け合いもかなり散漫

なものとなる。また時折主催者からは夜食としてちまきが振る舞われたり、歌い手たちを鼓舞

するように若者たちが行列を作って銅鐸をたたく、 6ι10にも出てくる「へーJ(h総， ccoi)が

行われた。そうして未明になると死者を送る歌が掛け合いで歌われた。ここで実際に歌われる

のは、死者のあの世(直訳すると「空の上にある天国J)への旅路や天国の様子である。そし

て最後に空が白々と明けてくるなか施主への祝福が歌われてカップは終了した。この夜のカッ

プは全体で 55ターンにおよぶものであった。

それでは、以下に本稿の資料について見ていこう。冒頭男性側の lターン目 (1m)で歌わ

れるのはこの場にいる人びとへのあいさつである。 1mではこの日がよい日であることを述べ

たうえで (1m・1)、「大きく葉の茂る木J(Im-4)すなわち喪主 (1m・14)や、長老 (1m・7)、若

者 (1m・9)、子ども (1m・10)、仏 (1m・11，12)などへ次々にあいさつをし歌いはじめる許可を

求める。ここで繰り返される特徴的なフレーズの苦心心勺(sommaa)は「惇りながら~しますJ

という謙譲表現であるo これに引き続いて、僧 (1m・17)、仏 (1m・19)、そしてさまざまな精

霊 (1m・21)や祖霊 (1m・22)を拝む。ここの流れからは、フアパンにおける仏教信仰が精霊

信仰と並立・習合している様子が見て取れる 140 それから歌い手たちが儀礼に合わせて集まっ

てきたことを歌ったうえでふたたびこの儀礼を催している人々にあいさつをする (1m・26-

35)。そしてここから歌うトピックを変え、カンティー氏の亡くなった時の様子が歌われていく。

このトピックの転換は 1m・37i起きた出来事について話しましょうJによって明示的に示され

ているo ここから、カンティー氏がいかに亡くなったかと、親族たちが慌ただしく追善供養儀

礼を準備する様子について歌われていく。ここで興味深いのは、「かつての功徳Jが儀礼の成

功に必要であること (1m・60.61)、早く儀礼をおこなって供養しないと K氏の魂が森の精霊(つ

まりピー)になってしまうことが歌われている (1m・64)ことである。そして最後に歌を終え

ることを歌って (1m・68--70)ターンを終了する。

続く女性側の最初のターン (2f)の流れは基本的に 1mと同じである。まず周囲へのあいさ

つを行い、カンティー氏の亡くなるときの様子について歌うことを宣言したあと (2f-16，17)、

氏がどのように亡くなったかが歌われていく。ここでは死ぬことが食事をとれないことと結び
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つけられている (2ι33，34)。そしてここで歌を終えて相手にターンを渡すことを歌って (2臼6

--38) ターンを終了する。

次の 3mでは、 2fを引き継いでカンティー氏が亡くなるときの様子がさまざまに歌われる。

ここでは息子たち(ワンサイ夫妻)がいかに手を尽くして氏の病を治そうとしたかについても

言及される (3m・14--27)。これに続いて、カンティー氏の魂は天国に行ったことが述べられ

る (3m・28--32)。そして、その魂があの世から家に来たことがモーラムたちによって町中に

知らされる (3m-44--46)。ラオスでは一般的に人は数多くの魂を持っていると考えられてい

るが、ここでもそれらの魂がさまざまな動物や魚、鳥の姿になっていることが歌われる (3m-48

--55)。そしてまた儀礼のために人びとが集まり、準備が整ったことが歌われる。 3m・59に「ベ

トナムへの道Jが出てくるが、これはフアパン県がベトナムから近く、ベトナム人が多くいる

ことを反映したものであろう。これは歌われる内容が完全に想像上のものではなく、現実の環

境と重ね合わされていることを示している事例のひとつと言える。また、 3m・66--68の歌詞

からは、祖先の霊が儀礼に招かれて家にやってくることで (1mで言及したような森に棲む精

霊ではなく)家の守護霊になると考えられていることがわかる。こうした儀礼にまつわるトピッ

クがひと通り済むと、徐々に恋愛的な歌に移り変わっていく (3m・77--81)。そして最後に決

まり文句を歌って歌を終える (3m・82)。

4fは2fのパーンプアン氏からアイカム氏へと歌い手が交替しているo これは 3m・77におい

てアンポーン氏が指名していることに応じたものであろう。この交替については歌のなかでも

言及されている (4臼)。そして短く儀礼の場にいる人びとへのあいさつや儀礼の準備が整っ

ていることを褒めるといった、先行ターンで歌われてきたこととと同じことを済ませたあと

(4ι5 --9)、謙遜しつつ歌を掛け合うこと、とりわけトーニェーをすること (4ι22) を了承す

る。そして相手に歌を返してほしいことを歌い(4f-23)、決まり文句によって歌を終える (4ι24)。

5mはトーニェーから始まる。そもそもトーニェーを歌い始めたのはアンポーン氏自身なの

だが、 トーニェーを歌うことについて意外であることを歌ったあと (5m・1)、相手が本当は歌

が上手なはずだ (5m・9- 12)、むしろ自分がきちんと相手の気持ちを引き出せるよう歌える

だろうか (5m・19，20) ということを歌う。そして「あなたは結婚しているので歌で夫婦にな

ることはできなくて悲しいJ(5m・21，22)、「でもここでは妻の許しを得て歌うのだJ(5m・24-

30) ということが述べられる。だが、まだ完全にトーニェーに移行したわけではないことが

5m・31で明らかにされる。ここから先はこの日がよき日であり (5m・33-41)、儀礼の準備が

立派であること (5m・42--73)が、儀礼の場にあるさまざまなものに言及されながら歌われ

ていく。こうした内容からは、棺桶を安置する家の梁に描かれた絵 (5m・51)、「メーンJ(5m-55、

写真20rミンjとも呼ぶ)、「パサートJ(5m・56、写真3)傘 (5m・680この傘はメーンやパサー

トの上に飾られることが多い)など、追善供養儀礼にどのようなものが必要とされているのか

を見て取ることができる。これに合わせるかのように儀礼の場に飾られるものが運び込まれて
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一時歌を中断したあと、ここで歌を終えることを述べて歌い終える。

6fでは再び歌い手がパーンプアン氏に戻り、基本的にはすでに 5mで歌われたもろもろのも

のに言及しながら、儀礼の準備のすばらしさをたたえ、最後に決まり文句で歌が締められる。

最後の 7mはほぼすべてカップ・トーニェーである。ここでは女性の歌い手といちゃっきた

いことがかなり直接的に述べられるとともに (7m・4，5)、ここでトーニェーをすることに関し

て妻も認めていると歌う (7m・9--12)。最後に自分たちが祭りのために集まったことが言及

され (7m・25--29)、決まり文句で歌が締めくくられるo

以上、本稿の資料について概略をたどってきた。ここから、この場を支えるものが大きく分

けてふたつあることが見えてくる。ひとつめは形而上的な宗教観、つまり他界観や霊魂観であ

る。追善供養儀礼の場にいるとされているのは人間だけではなく、仏や精霊、祖霊もそこに存

在するとされていることが官頭のあいさつからわかる。さらに歌われたカンティー氏の魂の様

子などから、祖霊が家の守護霊となること、天国からこの日この場に来ていると考えられてい

ることも見て取れる。同時に儀礼の場に用意される、メーンやパサート、傘などさまざまな装

飾具が何であるかについてもある程度理解することができる。つまり、本稿で示した部分では、

歌い手たちによって「この場が何であると観念されているかJということが開示されているの

である。

ふたつめは、相互行為の形式性である。本稿資料の相互行為の特徴として、ターンのやりと

りやトピックの転換といった、相互行為を枠づけるフレーム言及的15な歌詞が多く見られる。

こうした相互行為のフレーム明示性は、カップ・サムヌアと同じくターンが長い長詩型の掛け

合い歌である中国貴州省のプイ歌によく似ている 160 アンポーン氏へのインタビューによると、

長く歌えることが歌い手の技量を示す指標のひとつとなっているとのことであったが、これも

プイ歌と同じである。ここから、長い歌詞を掛け合いで歌うためには、フレーム言及的な歌調

を入れていくことが必要となるのではないかと推測される。とりわけ本稿の掛け合いに特徴的

なのは、特にターンの終了を告げる歌詞がほとんど形骸化し、字義的意味を失っているという

ことであるo ここの歌調は字義的意味が読み取れる部分もあるが、アンポーン氏によると基本
あや

的に「とくに意味はないが美しい言葉J、つまり言葉の文彩であるという。こうした歌詞の存

在は、対面相互行為が持つ儀礼性17を示しているようで興味深い。相互行為上の特徴としても

うひとつ挙げられるのは、ここでは歌い手たちが協働して儀礼の場を取り巻く状況というひと

つのテーマを歌い継いでいるということである。このことは、1mから 3mにかけてのやりとり、

すなわち先行するターンの続きを自らが歌う、という歌詞のスタイルから顕著に見受けられる。

カップ・トーニェーではこれがより「対話jらしく互いに言い合うようなスタイルになり、そ

れがまた死者の魂を送る歌になると元に戻るのだが、これについては本稿の範囲を超えるので

今後の課題として、また稿を改めて論じていくこととしたい。

掛け合い歌による儀礼空間の歌い方ー追善供養儀礼で歌われたラオスの掛け合い歌「カップ・サムヌアjの事例 2S



4.おわりに

ここまで、カップ・サムヌアの現状について示すとともに、追善供養儀礼における掛け合い

の冒頭部分をみてきたo ここで示したものはあくまで概略的な分析と情報の整理であり、本稿

で示したふたつの道筋、すなわち歌の内容から宗教観を探ることや相互行為の特徴をあぶり出

すことについては今後より詳細な分析を進めていく必要がある。本稿で分析の対象から外した

残りの掛け合いの分析からも、この掛け合いを支える宗教観などについてより広い理解を得る

ことができるだろう。とくに、終盤に歌われる死者が天国に帰る道筋についての歌からは、同

じように死者の死出の旅路を歌うペ一族の「踏葬歌JI8との比較を行うことで、インドシナ半

島から中圏西南部にかけての民族に見られる他界観について考察を進めることもできるかもし

れない。また、カップ・サムヌアと貴州省のプイ歌との比較をより詳細に行なっていくことで、

長詩型の掛け合い歌が持つ一般的な構造についても論じていくことができるだろう。こうした

さまざまな問題について明らかにしていくことが今後の大きな課題である。

付記

本研究の調査は日本学術振興会特別研究員奨励費(課題研究番号 IlJ05357、2011年-2013年)

によって支援を受けた。ここに改めて謝意を表したい。

ラオ語のアルファベット表記については基本的に Enfield，Nick J. 2007. A Grammar of Lao. 

Mouton de Gruyter. の~3.6に従い、声調番号は省略する。
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PhD Thesis. Monash Universityo 

3 ヴォーラペット カム(藤村和広、石川真唯子訳)2010r現代ラオスの政治と経済 1975・

2006Jめこん、およびラオス文化研究所(編)2003rラオス概説jめこん。

4 Chapman (2002)前掲番。
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nOl幼eastThailand. Greenwood、星野龍夫 1990f東北タイのモーラム管見」藤井知昭・馬場

雄司(編)r職能としての音楽j東京書籍.pp.203・234、稜瀬陽子 1990fモーラム歌とケーンJ
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114、および嘉原優子 2003fラオスの芸能とその周辺J人文学部研究論集 9: pp.209・2210

7 Chapman， Adam. 2003. "A Crow Jumps on Rocks" :Indigenous Approaches to Composing and 

Performing Text in Lao Vocal Music.玲'arbookfor Traditional Music. 35: pp.97・129，p.98、高橋

(2003)前掲書、 pp.l05・1060

8 赤タイはベトナム戦争時にベトナム側からラオスに移住してきた民族集団であると言われ

26 



ている。その習慣は非常にラオに近いが、現地のラオの人びとによると赤タイは一般に精

霊 <fピーJ) を信仰するのに対し、ラオは仏教徒である点で異なるとされる。とはいえ本

稿の書き起こし資料を見れば明らかなように、ラオの仏教儀礼は多分に精霊信仰と習合し

ているように見受けられ、この現地で強調される区別は実態とずれているように思われる。

9 スークワンはラオスで広く見られる、手首に綿の紐を巻いて健康や旅の安全などを祈願す

る儀礼である。「パーシーjとも呼ばれる。

10 カップ・サムヌアは数多くの VCDが現地で売られているが、その多くは掛け合いのなか

からカップ・トーニェーを抜粋したものである。こうしたところからも恋愛の掛け合いが

とくに楽しまれていることがわかる。

11 ラオス南部や東北タイではモーラムが呪術的な力を持つと考えられることもあると言われ

るが、フアパン県では必ずしもそのようなことはないようである。ただ、正式には掛け合

いの前に歌の成功を祈願する「オー」を行える(具体的には、小声の早口で祈祷の文句を

唱えること)のがモーラムの条件であると言われることもある。

12 これにともない、ヴイエンチャンではむしろカップ・サムヌアが盛んになっているのでは

ないかと，思われるo 実際、フアパン県の歌い手への聞き取りによるとヴイエンチャンに住

むカップ・サムヌアの歌い手たちは専業化しているという。これについては今後改めて調

査を進めていきたい。

13 いっぽう、 L村およびMW村で見た追善供養儀礼でのカップ(各 1例)は 1時間にも満た

ないごく短いものであったo おそらくこれらの事例ではカップ・トーニェーのみが数ター

ン歌われただけであったと思われる。

14 ラオスにおける一般的な仏教とピー(精霊)信仰については小田島による簡便な解説がある

(小田島理絵 2010f農民と精霊ーラオス人村落の生活世界、精神世界とピーの世界J菊池陽

子、鈴木玲子、阿部健一(編)rラオスを知るための 60章j明石書庖:pp.231・236)。ラオスのピ一

信仰には地域によって遠いがあるのでサムヌアでも小田島による解説が完全に当てはまると

は限らないが、基本的には本稿資料で歌われている内容にもおおむね妥当すると思われる。

15 フレーム概念については Goffinan，Erving. 1986. FrameAnalysis. No巾 emUniversity Press参照。

16 梶丸岳 2013 r山歌の民族誌ー歌で詞藻を交わすj京都大学学術出版会。

17 相互行為研究においては、あいさつなどに見られる、社会的関係を維持するために行わ

れる一定のふるまい方を指して「儀礼的Jという言葉がよく使われる。ここでいう「儀礼J

は宗教とは関係がないことに注意されたい。

18 山田直巳 2010f雲南省大理白族の葬送歌唱ー永香村踏葬歌Jrアジア民族文化研究J9:pp. 

49・91、山田直巳 2012f踏葬歌の諸相ーその局面の概念定義Jfアジア民族文化研究J11: 

pp.23・430
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【資料】カンティー氏追善供養儀礼におけるカップ・サムヌア(抜粋)

日時:2013年 2月4日21時過ぎ-5日6時半

場所:フアパン県サムヌア

歌い手:(男性側)アンポーン、ソンペット (女性側)パーンプアン、アイカム

ラオ文字への書き起こし:アンポーン

日本語への翻訳:梶丸岳、アンポーン

*各ターンには〔ターン全体の通し番号)(男女)-(ターン内における行の通し番号〕が振っ

てある。 mは男性、 fは女性を表わす。例えば ilm・1Jは ilターン目(男性のターン)の

1行目」ということを示している。

*サムヌア地方はヴイエンチャンとは異なる方言が話されており、ラオ文字の読み方も正書法

とは多少異なっている。サムヌア方言の詳細な音韻分析については今後の課題としたいが、

アンボーン氏に協力していただいたラオ文字発音録音の予備的な観察において見られた、声

調以外に関する正書法における教科書的な発音 (cf.鈴木 2010)の発音との大きな差異は下

表 1の通りである。なお、声調に関する差異もそれなりに存在するが、その様相については

かなり複雑であり、詳細な分析が必要なため、ここで提示することは控えたい。

表1.アンポーン氏の発音に基づくラオ文字の標準的発音とサムヌア方言における発音

ラオ文字 標準的な発音 サムヌア方言における発音

2，白 kh kh/xのあいだでゆれが見られる

。匂 (なし) uay 
。 d dllのあいだでゆれが見られる

ω，ω f f/phとのゆれが見られる

ω ph ph I fとのゆれが見られる

ay W: 

1m.アンポーン

1m・l.i凶，2863ωu'oien'loouocCぬ.
オーノーン、今日はよい日です。

1m-2. (eev)lveoiwSdee.>n'lつC883mtjb68U

街中のボーの木の梢にはやわらかい新芽が芽生えてきています。

1m-3. euoが8u..::cB'l2eV2Cふ:5'JJJJ'l討8UC1J.

それではまず私が偲りながら始めさせていただきます。

1m-4. 号iδ~.u.u'l2.ü，守n~Ole)~U on討eucS.

大きく葉の茂る木2に対し失礼いたします。

l書き起こしにおける括弧は現地での書き起こしからは漏れていた箇所を示す。
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lm"5.奇!c55.u.u")!.u'n-n~ma)~uω0'討eucû.
大きく葉の豊かに茂る木に対し失礼いたします。

1m "6. 5.u.u")8勺Q~")坦03d3aeつCÜUCふ
くにを統べる立派な方に失礼いたします。

1m・7.5.u心吟u，ヲ1>(tU)，

長老の方に失礼いたします。
ー I ... 

lm"8. CWUUつお勺Q:J")V扇UUCSV.

今夜そのお方は模様の入ったゴザに座っています。

lm"9. ミ~õ50υm号uú澗， cSud3modee.
模様の入ったゴザに座る若者たちに失礼いたします。

lm"10.50υm弓UrD")占86cSuducedつn83mquBush-

今夜の追善供養で締聴に着飾っている子供たちに失礼いたします。

lm"n. nu， n")~õQJJ"). 奇~c55.u.u")ω::~吋eudl

今日、寺にやって来ました。まずは仏様に失礼b、たします。

1m"12. 6lUO勺n")E>n::o(υ勺C5~). ~Hδ~.u.u")ω::C寄っ.
体は元気です。では仏様に失礼いたします。

1m"13. .ññw~õ.u")ú'Jncふ.
今日は口を聞いて話すのにちょうどいい日です。

1m-14.5.u.u勺C~")~CltIl勺吋eucü.

喪主の方にまず失礼いたします。

1m・15.5626ゐつ命SC58つめ的勺ゐりつ仇ë")~cü.
今日は妹の左手に兄と一緒にタバコの紙包みを持たせます。

1m"16. 2o)~")0ぬ仇c§dC5832mhsudh】・
モーラムの女性に右手に蝋燭の入った紙包みを持たせます。

1m"17. èoっω行'uüe'Q~c5ûuu8U~mÕ'll0つ~u")QÜ'っ6υ討8UU.
兄と妹は恭しく托鉢の鉢(=僧の方々)を拝みます。

1m"18. 奇~c5i>nÛU2'JuneU'll0'J~!mõ.
手を合わせてまずご挨拶いたします。

1m"19. ëuo")üutll")~mõê'UlQttll. 凶勺ê，tJ::c~Q討8UÜ.

そうして、仏様を拝みます。まずは参拝いたします。

1m-20. te~~古e，C5E>，奇!c5oeud;'tIl'Jつc品'1お.
おお親族たちよ、上の高いところの道(天国への道)にたどり着けますようお祈りします。

1m-21. jjeutll")ctIlo:::J'JQ. 00，ψ")V 2C')jj~Qu")n~"). U")，U")Qul:J::UのがQ.

テーヴアラート3を拝みます。南の方にはナーク4がいます。観音様(地母神)はいらっしゃるでしょうか。

2 r立派な人Jの比略。なおカンティー氏は県政府高官の義父であるとのことであるが、おそらくそこま

で社会的地位の高くない人物にも使われる定型句だと恩われる。
3 ピー(精霊)の名前。

4正確には水に住むナーガのこと。
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1m"22. iee.> oeuc旬句uîuwe心匂uü，tñ~~cc.u.
父母の祖先皆々様を拝みます。

1m"23.08UC匂匂UωtlalOtntc奇勺寄っJ.)')cあ.

いらっしゃいます仏様に帰依いたします。

1m-24.cS8U36qSuses-A303zmU138υ2u凶叫Otntu')o.

今夜降臨していらっしゃいます。仏様を拝みます、仏様を。

1m"25.岳会uuiQncふ0')っ2oueu寄っ討eucu.

わたくしめは(死者の魂が)高いところにまず置かれますようお祈りします。

1m"26. n喜'4uni~J.)')tSîu，ゐCC.uC5e.>， .û4u山..r~J.)，)~OUC5勺:::>::û.
今日は祭りがあって集まりました、父母よ、祭りに合わせて集まってきました。

1m-27. îeoenuou~ou oenn(iu)・(nu)令ωu4Utn')u命的

さやえんどうはジャックフルーツに出会いました5。今日は私たちの追善供養儀礼なのです。

1m-28. iee.>・ (nn)Q')e.>2oJ.)?旬。uふ(u'))Q'r)')J.)2つOO)')U勺(rle1JCuwcc.ucu)・
オーイ。今日男の人(私)は水のところに来ると、魚がいるか訊ねます、父母よ6。

1m-29.2od切っwuu')科勺 (C5e.>，白)りつm叩めOO)')Cふ
サムヌアの田んぼのところに来ると、米ができたか訊ねたいです。

1m-3D. 司令υ2')Oo)')Cf)6~tñe~"i会')e)~e)ee.>~ûco.

サムヌアの家に行けば君はいるかいと訊ねます。

1m-31.治め~n~~')，(心co，)òoe.>coo:5:υω勺uÛÍ>.

お元気ですか、健康にお過ごしですかと(訊ねます)。

1m-32. û!oÏ)J.)')U~， uJoú::-;u2~. c寄っu.

あなたはお元気でいらっしゃいますかと(訊ねます)。

1m-33. e'utnJ，'r)')J.)めoGccadeつ(U'))c5eu2cicc:::>::ct品。 (:::>::u)・

まず北や南の家の親族にご挨拶します。

M ・34.(Îee.>)白e)~~n~述、~ûco， ~::CtあっOU"白州つ(ÕÛÛ).
また庭のバショウのようにお元気ですか。

1m-35.白均pがっつUCO，~::Ct完)5o')~~ô，û合.

また森のクツワムシのようにお元気ですか。

1m-36. iee.>， nDcc50 2ee.>~::c5')凶c会e，.üu.ûoencû.
オーイ、今日私が話すのは故人をしのぶ話ばかりですね。

1m-37. (e'uo勺)Q2δC59由。::u.uuc完0.
起きた出来事(=カンティーが死んだこと)について話しましょう。

lm-38. è'ud?wccrlucm~?(u?). 領2uñ. uu. 

そうして、父が悲しみの中心なのです。カンティーというこの人が。

lm"39. c~uc.ü02~ ， ñc寄っ6tñu!δ完u，叩(d')~ゆ)・
その方は息を引き取ってしまって、今朝食事をとることができませんでした。

5 rいろんな人が来たJとし、う比輪。

6 r訊ねるJはここでは挨拶することを意味している。
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1m・40.!oo勺心OtlJ")C')")V，ñ:::JO?VÒtñu~δ完lJC室、.
お亡くなりになり、昼にも食事をとることができませんでした。

1m引 .nlj出cc.ucco::ic和md3号ucふi>n仇cSqCC50・

今日父や母、老人たちが来て膝を曲げて横座りしあなたに手を合わせました。

1m-42.苦情SωnU{也).(å'lJO"))ふωñuüe~・

おおこの日よ。兄や妹たちよ。

1m・43.2δGeumC59仇50Su:::Je~討elJû.
集まって十二の儀礼(追善供養儀礼の手順)についてまず話しましたか。

1m・44.weJ.JJ.J勺cδq仇のe~Su9， cδ勺台、wccotueつ.

集まって十四の儀礼について話し、親戚たちと話しました。

1m-45. cwelJJ.J")soυ4lJtn")lJ~奇叫0.

友人たちもサムヌアでの追善供養儀礼に集まってきました。

1m・46.îevññ{心)・ C63cωcふ~Otn? ññ~匂5536q686・
おおこの日よ。喪主の方はサトウキピの汁のようによい心の持ち主です。

1m-47. V")J.JCおcふん， Ò(2Õ)U)lJ~õtn")lJIû0叩 ëlJO")7.
あなたが倒れたときには、まだ水牛の供犠が済んでいませんでした。

1m・48.ëuo")~u~0C')")v.e")050ÒU)lJ!õcc~ncωUCOU49. 
そして、亡くなってしまって食事も召し上がれません。(カンティーの)弟の嫁はまだ昼の食事も用意出

来ていません。

1m-49. òn~oふゐ!õqenOl").
魚やエピも捕まえていません。

1m-50. å'uo勺， eeつòJ.J")c.$")~otn")~õqen.
それから、まだ(追善供養儀礼のもろもろの)道具も喪主は探せていません。

1m-51. å'lJo")e)e~cce)~~ÕÍ>")l将司令ocne~J.J")ccðo.

町の人々は急いで(お金や酒や食材やもろもろのものを援助するために)駆けつけました。

1m也 îeveCJcîu則的e~c5v)・ (5奇心)読点cB")~ùi切勺邸宅問守oqnmecauふC')")CヲnBlJelev・
おお憐れんでください。彼の娘も息子も涙を流して(悲しみを)織々話しています。

1m-53. C5勺weJ.Jcδ")~eE.)~cccicae~.ülJn{o::Í>). 

私たちは集まって亡くなった人の話をたくさんします。

M・M.55Gω~nccci~c1C~UJ.J")Qovc5lJq")oncc50・
今日は父も母も子供たちも南から来て 2万キープを出して助けました。

1m-55. e勺050J.J")ccci山lJCl気>ecWlJJ.J")QOeJc5lJ5ev.

(カンティーの)弟の嫁8が北の村から来て10万キープを出して助けました九

1m-56. (å'uo勺)ゆ~..(co) V")J.JCふん5c奇心tñlJ2õ:5'~~nq")v(ω).
あなたが亡くなって朝に息子に話しかけることもなく悲しい。

7 後半部分“。(~δ)tñlJ~δtn")lJlûO勺vålJO勺"は、実際には“6!δtn?UE'>O?E>O勺都心"と歌われている。
8 カンティーと同居していなかった親戚の一例として、提日命的に用いられている。

9 1m-54および 1m-55に出てくる金額は実際に拠出した金額とは無関係。
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1m-57.mMessbogmh， 530叩Ótñu~δ~~~nφ(UCO)・
(あなたが)亡くなって、昼に末の子どもに話しかけることもなく(悲しい)。

』azs=azszs，
1m"58. .iJiJ ~nc~勺tJ)?lJJJ1J ~~tonlJ~勺E，)(O?U).

喪主は今日 10食事をとることができました。

1m"59. ~nふω~n8~tJ)?lJ.õñf>4'~~δ完υcふ
今日追善供養儀礼を準備するあなたの子どもは食事をとることができました。

1m"60. 会?向lJcl8lJl主J(崎)udqat3p，ミJJ?~lJãlJtn~.
かつての功徳が(わたしたちを)助けてくれますよう、(追善供養儀礼が整うよう)ご助力くれますよう。

1m"61. ~mJJ?匂u~nq}叩糸q}?lJCふがυふcû.
あなたの子や孫、ひ孫たちを大いに助けてくださいますようお願いします。

1m"62. î8V(色古e~C6ω). UU.oCC::)O， tJ)?~~U~5ミcむυ山肌(::>::ü) ・
オーイ。何日も数えていると、道も畑も草ぼうぼうに荒れてしまうでしょう。

1m"63. ãlJo")tJ)勺~~UlJ")古句~ciJlJU勺ccωo(::>::u). 
田への道も草がぼうぼうに生えてしまうでしょう。

1m-64.5U5ccSo，ミ~c)CさっSつ点。ηciJlJfjÜUCC.uCCJJ~Õ. lJ")ゐC5V

何日も数えていると、広い森に入ってメスのウィー虫とつがいになるでしょう。おお父よ。

1m"65. CWlJ奇cふcあ五o巧(心)ciJlJEjωωω~50勺3・
彼は広い二次林に入ってメスのクツワムシとつがいになるでしょう。

1m-66.C6っCCJJ，~nC~?~m~?Ci?cí'n(心)C8us勺υûnCCJJつO?JJ")CC::)O.
見なさい、あなたの子どもはタガメの羽 3枚分11いっぱいに涙をこぼしています。

1m引.è'lJo")~ncふ~'*ふCi?cí'n(白) cð.u~?JJûnccJJ~ctfu勺・cí'nふO~・ =12
あなたの子どもは羽虫の羽三枚分いっぱいに涙をこぼしています。ずっとずっと(涙を)流しています。

1m"68. =n")vcnocむlJ6>8UJJ?CC::)0.

(私の)歌はここでやめにします。

lm-69.6udqU98806(m)奇î~::n8lJ~針8lJ.=
ここまで来たところで歌を先に措いてやめにします。

1m"70. = nDlJOl")nJ.)?S80U. tlO?VQj'')ω::V80匂U討eυC8.

歌がここまでたどり着きました。パニョート(精霊)にまずよろしくお願いします(ここで歌をやめる

ことをお許しいただきます)。

2f.パーンブアン
旦~ ...  
E宝・. n .、 ，、・a

2f"1. tJoiJ， 58V， qcinU勺nco勺28VC::5?~JJJJ勺n8UClJ.

今度、オーイ、まず失礼して私が話させていただきます。
ndz.b  a ・

2f"2. ~JJJJ勺ciJ. CU8~ω勺ωq勺VJJωαJ.)8勺08勺(C5む).

10書き起こしにおいては当初“おc争"(今朝)とされていた。

II rたくさん涙を流すJことの比輪。

12イコールは次句とひとつながりで歌われていることを示す。
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q 

侮りながら失礼します。左手におります父母や親族の皆様方。

2F3.sumcS.C583山V20')C")')U')V.u')Jっoeυ
侮りながら失礼します。右手に集まって座っております年長の方々。

2f-4.ゐ.u')Woっ山CC.u色古8つmd3G3hgumcS.

集まって座っている父母や親族の皆様に失礼いたします。

2f-5. a'.u.u')2.uc長}~Olej~uÔn( CU)・
大きく葉の茂る木に対し失礼いたします。

2f-6. a'.u.u勺2.unn~Olej~Uω0'討eucü.
大きく葉の豊かに茂る木に対しまず失礼いたします。

2f-7. 2'evá'.u.u勺8勺OV')切0， 13つのe，ciJlJc~勺.

くにを統べる立派な方に失礼し、たします。

2f-8.2'eVQa'.u.u')cu. 

私が侮りながら失礼b、たします。

2f-9. .u勺肌')'oou')a'JJ.u')ωgS7ieucS. 

寺に来てまず仏様に失礼b、たします。

2f-10. seon::õá'JJJJ')ω::c~勺.

寺に来て仏様に失礼します。

2f-11. CおJJ')CCOO，á'JJJJ')c~')~Otl)'). 

入ってきて、喪主の方に失礼いたします。

2f-12. a'JJJJ')CU， a'JJJJ')CU. 

悔りながら失礼いたします、失宇しいたします。

2f-13. tJ::~')ocもmつcjje，号制0.
パサートは美しく町の中に立っています。

2f-14. á'JJJJ')tJ::~勺o~~wun')，ü')ucsecse，・ tfumcS.

村の中にきらびやかに立っているパサートに失礼し、たします。偲りながら失礼します。

2f-15. á'JJJJ')tñ，cふ~Otl)') u2'OJJ勺cctJつあ，nuω3n83quSuq

この追善供養儀礼を締麗に飾られた喪主の方に失干しいたします。

2f-16. JJ')seou. 2'ev奇C59mucS83dug-

ここに到着しました。私は故人のお話をいたします。

2f-17.2'evミcSqmυ白::>::u'uuc完0.

私は起こった出来事(=カンティーの死去)についてお話しします。

2f-18. t!，c5')1) 6~')つ2')UW') ， û2δ~ccuu. 
私たちの父は天国の門番も(若すぎて)入ることを許さず、天国にいることができません。

2f-19. U~')っ2')UCCTlU ， 62õ~~'っ.
天国の衛兵も入ることを許さず、あの世にいることができません。

2f-20. e')匂C~勺~，U6e匂q勺O.

あなたの歳は百二十歳にはならないようです。

2F21.G435以ふd恨むU~.
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父は亡くなって森に入ってピーになります。

2f-22.ゐ寄っゐ.C.û8~CÜUふ.
父は亡くなり、山に行って家のピーになります。

2F23.SqC88同， 2")008n 13 CU1.)U")山8mesa

家のピーは山に行き、父と一緒に出て戻ってきます。

2f-24. i~6:;;')つelV1.).
長寿でいることができないようです。

2f-25. の8UC寄っ~~6っ1.)~u~")v.
朝にはまだ貝葉を読んでいました。

2f-26. (，，)81.)~0")V~~e勺1.)~uciv.

昼前にはまだ紙を読んでいました。

2f-27.6")1.)宅υcS")cîn~~~uú")v・ mGcge.
最後のページをめくって悲しく読んでいます14。おお父よ。

2f-28. CW1.)め6")1.)~u~")vcîn~~~uω80.

彼はまた最後のページをめくって読みました。

2f-29.ω.1U5.υCC.uuω.1UC1勺v.

今回(彼は)亡くなってしまいましたo

2f-30. ゐ0")(")")ωcê勺6)u6~õ.
死んでしまってもう二度と戻ってくることはできません。

2f-31.山dっiδ(")")v~")no")~c581.). 1.)")山C86.

父は死んで出ていき家をあとに残していきました、おお父よ。

2f-32.ωi~C1")VC~VC58UO")つ~n.

父は家に子どもを残して逝ってしまいました。

2f-33. è'1.)O勺I~qt!>ゐ6lñ1.)~δ完U~")e>.
このたび父は亡くなって昼食をとることができなくなりました。

2f-34. V")JJW(")")ω~~û~õ:完ucEq.
父は死んで食事をとれなくなりました。

2f-35・をnωz伊1.)C号令dっmω3n83muSb

あなたの子や孫は今この追善供養儀礼を準備しようとしています。

2f-36. JJ")s80ûî併n81.)~Ö:討8U.

ここまで来たところで歌を先に措いてやめにします。

2f-37. E)nEh~e)'】v~më")vぬÔ")Û1.)").

モーラムのお兄さんのほうに歌を置きますよ。

2f-38. ccñociov:;io邸前)ô")üevJJ")cccicjj8~~n.

私の話す機会はここまでです、つまらないモーラムは遠い町から来ました。

13 "2")008n"は88nと韻を踏むために置かれた言葉であり、特に意味はないとのこと。なお、ラオ語に

は語誌を音節を変えて繰り返す fカムトントーイj と呼ばれる修辞表現が数多くある。
14 r一生の終わり、臨終を迎えるJを示す隠輪。
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3m.アンポーン

3m・1.re心， qつ句n?u， U叩2~ñuci?
オーノーン、まずは拝ませてもらいます、あこがれのあなたよ。

3m-2. numω会uoenSOEsq.
今日は花がよく香っています。

3m-3. meJJCふtAocBeつ会勺JJ?CC::lo.
サムヌア中に香っています。

3m-4. cc.u1JCC::lO・古e~~õcふcede8835uS， mつぬ仇C5V.
そうです。妹は故人をしのぶ話だけを話しました、モーラムの女性よ。

3m-5. ueつあっC59白o::u.u'UC釘0・

貴女は出来事について話すのが上手です。

3m-6.QCC4ucふ.cinJJ?Du. 

おお父よ、あなたよ。この年のことです。

3m-7.完lJC2勺nbu勺υeenV?JJC1?1J.

ご飯を食べても古くなっていて味気がありません。

3m-8. 完lJCcn~例1J6~m.i.
どの食事も古くておいしくありません。

3m-9.muC88880cふ~5会6!rleEJ~:::1::u勺匂お.
畑に入っても気分が優れません。

3m-l0. n勺~ID?Ò?Cるumo.

夜の聞は頭が痛い。

3m-ll. C)01JelJCÜlJ~~r 

熱が出て横になって寝ています。

3m.12. WC.ûeC1勺CÕlJ告u.ú勺tü.uccci~JJw?lJelJ.
日が沈んだとき、森は影の部分しかなくなり眠りを誘います。

3m-13.匂勺心cSucるumo.

彼が頭痛の時。

3m・14.cSOCJJVÕ1J~qゐe)~2m:完lJeJ?ñelJ.
ワンサイ夫妻(カンティーの子の名前)はまだ錠剤の薬を飲ませていました。

3m-15. cSOCJJVÕlJi>?~nq勺V CÜ1J~ë5e1J白6っ~õ5~cqrOJJ. C~?Û. 
(カンティーの)息子のワンカム夫妻は(父親が)熱を出した時まだ注射をさせていました。あなたよ。

3m-16. CCci~CClJ020CO・ C~lJ~δ'5~~n2J，jc.ûe~2ci.ゐ2ocSlJJJ?ccdo.

(病気を治すために)手を尽くしました。彼は(人の世界に降りてきて)北の町の木を大きくし、また

成功しました。

3m -17. 5~JJ?cñoc.ûe~ω3つ (ゐ) 切勺ゐlJ?lJDd'.勺.

人の世界に生れ落ちてまだそれほど長く経っていません。
.. ， 

n 
3m-18. C:::1VO?VO勺CωlJnlJce勺1J?弓nnc哩e.
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彼は息子と食事を取りたくなくなりました。

3m"19. cwu気uc完eu')m勺U白cue.

彼は孫と塩を食べるのに飽きてしまいました。

3m"20. リつcSe::)ou~~JJ')cOec~IÐ!Ei>üゐ也.
同じ服を着てもう垢まみれでいやになりました。

3m"21. V')JJふ抑制結tJ::l.)el.)C~u~o')V.
あのころにはあなたの息子は(父親を)ほうって寝かせておくことができませんでした150

3m"22.6!δl.)euつ勺e.>~cふ.
寝ることが出来ず食事も取れません。

3m"23. ~ncおっ!otUQÐns勺ntüwucもcSunu':'oiω.~~奇cきOCCl.)0 20co・

あなたの息子は薬木の根を山ほど探してすりおろして食べさせましたがおいしくありません。なんでも

手を尽くしました。

3m"24. e)'~n~nc寄っÉ)oeotÎl.)山.
あなたの息子は考えすぎて疲れてしまいました。

3m"25. tneuo州 cさehJ，uEi>')o品.
服を掴んで民間治療師(占い師)のところにいきました。

3m"26. So仇n')n心 (6)O. Q!c)e)'JJ(IDJJ)mo';')ωu')V. 

(薬の)効き目がありませんでした。(占い師なら)効果があって喜べるでしょう(と思いました) 16。

3m"27. c~e.>o')e.>o勺n')n，ûs')e.>h前古つcuuυ勺C5ÐU. eCJtIl.)co. 

占い師は良いように言わず残念で、泣いて家に来ます。哀れです。

3m"28. 2uun， C品υ寄っ!01;ηUCふcjje需~Ol.)CCuu.
この年、彼は笠を身に着けてスワンネーン17のところに戻って集まるでしょう。

3m"29. cc均限U命やOl.)Ol)')n.

大きく腕を振ってスワンマーク 18のところへ行きます。

3m"30. WOωn匂~wüe~， cおJJ')場~::mÕl.)WJJùll.)CC::)O.

親族たちと別れ、天国に行ってしまいました。

3m"31. CJJe.>ccω3eau-dC583δlJ， c~u!õ:吋叩!o市.
彼は妻を雰しています。天国で、階段のところで彼は待っています。

3m-32.cSudcseつw勺会っ討')e.>!oEi>e~・Ei>eつ切勺ωû.*っcDeûñîe.
その方は空のくにの入り口で待ち焦がれています。何年も待ち焦がれています。今年帰ってくるだろう

か(と待ち焦がれています)。

3m"33. îee.>ëcînco，ョnc去っmcGuhGqゐm勺n~2l.)C5el.)ûñl.)').
オーイつらいです、あなたの息子は片親を亡くして今年は家に独りで居ますねえ。

3m-34. jjijtn.泊つC5e.>， è<勺匂7ヲlnje~c5つE5勺むüe~・

今日モーラムはヨーイ、兄弟の皆様方よ。

15 r薬や医者を探すのに忙しかったj という意味。

16 r効き目が出てまた一緒に食事が出来て嬉しいだろうJということ。

17天国にいるピー(精霊)の名前。

18 ピー(精霊)の名前。
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3m-35. q2oca")2U品c.ueueつm")oUl.
托鉢のお椀を持って(ピーやテーヴァダー19に)ピンロウを(父親の病気が治るよう祈って)持げます。

3m-36. ミ2õtJElo")，uÔE'>O叩炉心封切~J~:;，e~t1あ.
よいもの美しいものを敷いて(ピーやテーヴァダーに来て病気を治してくれるよう)話すことが出来る

でしょう。

3m-37. 仇oseo:5")~ωcii1e~均oëu伽momen，山ccdeencSecふcSeぬっciJu.
テーヴァダーを呼びます、黄色い絹20、両親は年を取って具合が悪いです。父と母は私を産んで育ててく

れました。

3m-38. euo勺の勺c品ucweuめっ5Jつ'lme.i.
(お腹の中にいて)顔の知らないころから両親は(私を)大きく育ててくれました。

3m-39. é)U:;'J~cgu'lm~ncû. 
呼ぶ声を聞いて立ち上がります。

3m-40. cEoc凶cö~， ñß'éju:;'J~4n'll給uC:;'eJCû.
夫や妻のみなさん、今日は起きる音を聞いて起きました。

3m-41. èìu，u勺cc，u.心勺Ü~匂ntJ:;，")o.

起きて来なさいな。ゴザに座ります、ゴザを敷きます。

3m-42. ，u")Uつ:;，")otJ::>JU，'uuiつnJ，uccc.;u，w，u~né)~tJτ1"). 

来て並んでいるござに座りなさい、カーペットが準備しであります、息子が自ら敷いて待っています。

3m-43. c寄っ寄っd36q25u，dっ市wつ仇.
あなたは年長者のために場所を空けて座り、集まって座って待ちます。

3m-44. jju， C5勺6つê)lJe~凶』台、ul~:;，e~ul~~")，uul~S.

今回、私たち兄妹モーラムは全部で二人、全部で三人四人で。

3m必.号2õcîu~u霊υd?ocSeつcguu")o ・
足を鳴らし頭を上げて大声で町に知らせます。

3m-46. q2õcîué)u(δu)室1J~e，ucふC5udq025uu勺c5eucé).
足を鳴らしてっぺんを上げて(死者の)魂が家に来たことを知らせます。

3m-47.SJnccciδu:Yっ~，u. ~，ucccitJ")5~ωJ~・
上から下に降りるよう呼びます。(魂を)包んで空から地面に降りてくるよう呼びます。

3m・48.e)UC5勺('")")ê)2uñ:占c完ocÜ1Jm")ê)~îecû.
私たちは死ぬといろんな種類のピーとして生まれ変わります。

3m-49.2ou'loc完ociJusencuuieuf>'lmlciccuo，u"). e)Us'CU. 
魂が生まれるとリスになったりシマリスになったりして遭って歩きます。今夜です。

3m-50. 2OU'lOC完ociJuu勺.

魂は魚に生まれることもあります。

3m-51. so，uõ~cc∞~ñe1J. 2oU'lo cむ1Jsencüuieu伐の!cisJoQ")~品川c~匂cû.

19テーヴァダー (CCUlO:O勺)は空にいて人びとを見守る神であり、森にいるわけではないのでピーとは

異なり仏に近いとされることもあれば、「ピーのひとつであるJと説明されることもある。
20特に文脈上意味のない飾り文句。
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池に集まって岩に寄り添います。魂はリスやシマリスになって遭ってサーウ竹を垂らして来ることもあ

ります。

3m"52. 2ÕlJ~QciJlJBつcむlJQ勺~!ci5JOÚ勺ωfj.
魂はある種の猿になったり別の穏の猿になったりすることもあり、遭って二本の(木の)先を垂らしま

す。

3m"53. 2ÕlJ~QCむlJûncj. iC1CeOCOlJcveっ古川C8.

魂はトゥー烏21になることもあり、飛び回って街にも来ます。

3m"54. J.)')tñ~l1Jつh:i6ûn20勺.
畑の掘っ立て小屋に来るとクワー烏22がいます。

3m"55. J.)')tñ~l1J~lJ，)凸ûncj.

田んぼの掘っ立て小屋に来るとトゥー烏がいます。

3m-56. J.)')tI)')~:;'')J.)!;UCCづtI)，)~C5勺.

私たちは三十の方向の道から集まりました。

3m"57. J.)')tI)')つcふ!;UCC~tI).，~î5J.)古5~J.)')cv
九十の方向の道から集まりやって来ました。

3m"58. 心勺凹勺~~.ùn')~u勺CCtl)OCcoo.
高い木々の生い茂る森の道を来ました。

3m -59. tI)')~!úccno ~ú~')oゐd勺OJ.)')tI)')っi5J.)')tñ~ñon~lJÜ，)U. 市u討e~~当初旬V.
ベトナムへの道を行きラオスへの道を行きあちらの道を引き返して村をうろうろし、サムヌアの町に来

ました。

3m-60. J.)')tÌÍっ豆O~，すれCC.ùU20つS勺06')υ.20つn')~cc.ùlJ20つ:;'，)OlJev.

来て一番上の糸繰り機は年頃の娘のものです。真ん中の糸繰り機は少女のものです。

3m"61. 20っVQe)ef!.)Cc.ùlJ20~cc.ù~neelJ:;'，)05勺υυ勺CV.

最後の糸繰り機は子持ちだが年頃の娘のものです。(みんな)いらっしゃい。

3m"62. vû~nc仇U')e)~jj~υ~室lJJ.)')ω勺n.

今日あなたの息子はまだピンロウを積んでおいてあります。

3m"63. jj2lJtIDJ~2Uω')n. J.)')qJ.)山~Q.

カンミェンもカンマークもあります23、来て父に見せます。

3m-64.sdqcむさっl1ÛJ.)J.)')cieu~~Q. 

カオトム(ちまき)やお菓子も持ってきて父を歓迎します。

3m"65. 2ÕlJ~~õÙ')ëev. 2ÕU~~eelJ占つの')U. 白J.)')C :;，vCû.
魂はサトウキピの汁のように心地よい、魂は砂糖のように気持ちよいです。どうぞいらっしゃい。

3m"66. ~1玩ふさUcne~umo会CÜlJÚη.
あなたに戻って梁を掴んでパーンにさせます24

0

21頭が緑で身体が灰色のハトのような鳥。

22 白と灰色が混じり合った体色の、体重 7........8kg程度の大型の鳥。

23カンミェンは茶葉のような、男性の年配者が好む噛む噌好品でありヴイエンチャンにしかないという。

カンマークは噛むと甘い木の皮でこれも噌好品。

24パーンはピーの名前。祖先の霊は家のピー(つまり守護霊)になるという。

38 



3m"67. 奇心，)~uoloe勺~Cむυ6'). .l)')culJ6')cseuo. 

来て家の梁を掴んでラムになります。来てラムファンディーになります25。

3m"68. ClJlJ(';C3elJ~.l)， .l)')ClJUcふ奇υ等:U， ClJue')ov')cseUC~E.)cij. 
ビーファンクムになります、来てチャオウムスムに、家のアートニャーになりますよ26。

3m悦 569nc雲E.)ou2Q，rEoωE.)CC~.l)C寄っ.
今日義理の息子ワンサイは、あなたの夫や妻よ。

3m・70.e)íっnC3lJf>')welJOl勺c室、~:;;ω勺lJOlO勺E.).
まだツタを編んだお盆に載せる金銀がたくさんあります。

3m"71. 2伐cciっωU伊v~:;;W")UCCÜlJ.
食事のお盆も木のお盆で用意できます。

o--k 品 X Ja
3m・72.lmcc句υC~勺心勺Ol::CUE.)Ce勺切り砲ne~tJl勺lJ.

あなたに来てささげられたいろいろな食事を召し上がってもらいます。
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3m"74. !;UellJわc~ee')o.

十人の人が白い服(喪服)を着ています。

3m"75. e')E.)白5ncco.υ勺CCOOCU.

兄もこっそり見ています。(ここに)来ましたよ。

3m刊.Q，)OellJわc~ecctff.

二十人の人が茶色の服を着ています。

3m"77. e")vf>5ncco. 2eゐ旬、VC5ω.
兄もこっそり見ています。アイカムよ。

3m刊.ë')vf>.l)')qen古e~， f>qenccciOn')vt.llJCcOO，苦情5V・
兄は妹(あなた)を探しに来ています、去年から探していますよ、ラーヨーイ。

3m"79.ふv.l)")qen2eめ，会qenccciO討DlJ.

兄はアイカムを探しに来ています、前の年から探しています。

3m"80. ë')vkrqen6eOUelJlJ')~ueut.llJccõo. 

兄は探して女の人の寝ている場所に着きました。

3m引.f>OO勺句::2õ~占elJ.ωelJ完3凶ov.ülJ~').l)t.llJ心.
きれいなあの小さい枕で一緒にくつついて居られると思います。

3m"S2. ccñoé)~奇~U令室~õ~かq")VC5V.

ケーオティンシン、サムヌアの池のキン魚よサーイヨーイ270

25ラムはパーンと同じものであり、全体で『家の守護霊になるj という意味。

26 これらはすべてピー(精霊)の名前。

27歌を終えることを示す決まり文句であり、字義的な意味はほとんどない。
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4f.7イカム

4f-1. UOU， WÙe~C5VJJ.)tn叩C5V.

今、追善供養儀礼に来た親族の皆さんよ。

4f-2.Ieu， eomneolJJ"aJJ')QelJ均lJdl
オーノ一、橋が壊れたのでディーの木28の橋でまず補強しますよ。

4f-3. eol.uJJelJJJ')仇 ω.383C588古eつweυJJ')uJlJrl'lJ6'JJ.

桑の木の橋を新しく置きます。二人姉妹が集まってきて(最初の人と)替わってお話します。

4F4.56，奇lövn山つふVJJ')~:;;!eお.
今日、足を上げてアイカムが来ました。

4f-5.mS806部o:5'JJJJ').50υmC583あωS山ωJJ')tJ)，)lJ.

ここに来て失礼します。失礼します、左にいる追善供養儀礼に来た父や母たちよ。

4f-6.C583的自20勺BGωmd358u.

右には来てゴザに座った父や母たちがいます。

4f-7. 1Jen~')nÜ1J CC.u1Jωon叫JJ')tJ)')1J.

それ以外は追善供養儀礼に来た友人たちです。

4f-8. ~JJJJ')neつ41Jcl'，n8~c5e1J~e勺o.
失礼します、プンは美しい家で行われます。

4f-9. :5'JJJJ勺U:::::J勺ocl'，n勺，u-勺1JCS8CS8，・

失礼します、村に立つパサートはとても美しいです。

4f-10. Q')VC5ω. c1J'ふか古ciJ，c:::J白5勺.d336勺山台c1JつC:::Jω0勺匂oencu.

サーイヨーイ。サム川は立派ですが無駄に立派なばかりです。マ一川は立派ですがこれもむなしく立派

なばかりですよ29。

4f-11. CLJ1J6cLJ1J~u)Q')ω:::Je1J~ci30. 
男の人に話すことを教えられるでしょうか。

4f-12. Ð1J仇~tJ6~o1u)ë-勺閲81Jの0つυ.ùe，û.
兄に物を教えるのは無理ですよ、この妹は31。

4f-13. CLJOùevo)Jつ切っ， sd3U勺5J1J~2. ê)~っi討üevsJ1J21J.
アヒルは初心者で、魚が卵を産むのを学ぶようなものです、ヒヨコが鳴くのを学ぶようなものです。

4f-14.凸勺C2勺tJJ1JJJ勺5J1JlJ勺o，・

米粉を摘く(ように)一緒に学びます。

4f-15. 伽c室、:::J，)1J~dhが2JJ')s8n33ú勺Q')voencû.

28岩の崖などに生育する、小屋などを建てるのに使う堅くて丈夫な木の名前。
29サム川、マー川はフアパン県を流れる大きな川の名前。

30 ~ci は赤タイ語で「話すJ という意味。
31 r私は兄ほどカップがうまくありませんよj と謙遜している。

32 rnは精米を入れる細長い袋。主に赤タイの人びとが旅に出る際に出先で炊く用の米を入れて首に巻い

て使ったとされる。

3358nはベトナム語であるが、国境沿いの赤タイの人びとがしばしば使うとしサ。
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精米して袋に入れて男の人のところに来て学びますよ。

4f-16. 白O?J..)~c>õ~mq?自治つ仇，fi>0勺υ~o.uolJîmq?匂ω!úü，あ匂ぬゐ勺J..)?
良い物は話の上手な兄にあげます、楽しいものは先を導く兄に上げますよ、モ}ラムの兄よ。

4f-17. Uゐ2京Je?v!urn?c.ue，icl'Uc品υめふu.

前の年に兄は南の街に商売しに行きましたが(私を)見ませんでしたか。

4f-18. eo勺匂あc.ue，ct完3830cbd勺ue"ふωc5白.
兄は北のムアンに商売しに行きましたが同じように妹に会わなかったのですね、アーイヨーイ。

4f-19.古e，c.2cu勺母ゐ伽的自ulOWlJOeTnJ?，ë?vc5~. 
妹はずっとフアパンにいましたよ、アーイヨーイ。

4f-20. .uUCC心lJC).

今日はJ..'J..、日です。

4f-21. ëo勺匂C5也~8つC5勺S勺6勺白üe，・

アーイヨーイ私たち二人兄と妹は。

4f-22.quSCC50.63勾OUc§8umuSU勺， îtñq?ωU?lJ~何cc白5UC58白・
プンが聞かれました。(私たちは)この追善供養儀礼をする家に集まります、姉と(二人で兄と) トーニ

ェーをして男の人を喜ばせます。

4f-23. e-勺白c5白.官e'c.250勺也会e)euu勺色つ08nlJ').
アーイヨーイ。醜い妹が後に付いていってとお願いしますよ。

4f-24.ふvC5Vccñoccivc~e.>civüev占恥eelJφc5白・
アーイヨーイ、ケーオティアシア純金をくるんだ小さな紙よ、ラーヨーイ34。

5m.アンポーン

5m-1. n，üe戸e，0')，J..)?C5~， ücS，o勺制ciJlJ~::clJm?t:おっJ..)?neoゐ叩也ücco， φC5V.

二人の妹がぶらりと来ました、好きになって男の人の首に腕を回すとは聞いていませんでしたよ、ラー

ヨーイ。

5m-2. !ωφcS8.56m.6今也iδ句oú::~，~勺つめcselJJ..)?éh!討.!ÕCÜ.
オーイラーヨーイ、今日。兄の目的は建物を降り家を降りて鶏を撃つことですよ。

5m-3.品。勺CClJidccdoulJ古eehcふ仇J..)?cc50u.
ライフルを使って命中させましたよ。

_c三 n. .. 

5m-4. JJtlqlJJJCC~O. oenuou. 
今日はプンがありますよ、さやえんどうよ。

5m-5. ~ouoenn元2?OCC*っsdっ白川勺cc50!0，をつC5白
金のように輝く白さのジャックフルーツの花がこのように集まりましたよ。ラーイヨーイ。

ー -ar x 5m-6. e?叫J..)?cmlJueつはのυlJ?Ce?C2?J..)?Cω的

兄が妹に会ったのは水が田んぼに入るために水路を通るようなものです。
ー』

5m-7.心勺ctnlJcwe，ccci.u匂勺υriJOCあc>enlJ勺.

34歌の終了を告げる決まり文句。
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藁を見るのは稲刈りのときだけです35。

5m-8. ë.，~ñu古e，.u.，J，c5.，~õo!ω!Qcouq.，eJcゐ.
兄と妹はポーサイ寺36に来て座って話します。

5m-9. CC.uUcctnuciJoue匂mJ，5JU2U.
アヒルの子が鳴くのを学ぶようだというのは本当ですか。

5m叩.n.，凸勺均つ83ug836d8U237U勺Ul主Ju.奇心!Jcc50・
カラスが鳴くのを学んでいるのはそのようではありませんよ。婚しいですねえ。

5m-ll. 古e，c.iïの峰対e，.u")ccci，~")eJ5JU.u")Ù.

妹は籾米を摘いて学ぶ謝礼を作ったのですか。

5m-12.古e，c.2i凸勺cさっtJJυ奇cue5JU心勺忠勺o!:ocue，o勺.u")uco・
米粉を摘く妹はムアンワー38のライさん39のところで学んできたのでしょう。

5m-13.φcゐ.67U69勺38138白t気>，uu.

ラーヨーイ。あのように少しだけ今日話すのではありません。

5m-14. cc.uつめ.uu奇ccciucふC")")oen20. 
カナブンが目に飛んできますよ。

5m-15. CC.u，O勺ぬ奇CC:OUC2勺cふ.
タガメが髪を結わえた中に飛んできますよベ

5m-16. tUe>eucふm奇ccciucふUC5").

杖も私たちの手にあります(もし私たちが年寄りなら)。

5m-17. C5必2o6:υC5ゆ69心.

(それなら)私たちは私たちで話すことはできませんね。

5m-18. ñño~~cc50 
今日は婚しいです。

5m-19. Û~müe，å勺ên2õne，~u， ~t百ccC")nる c5o~odl
妹に心のうちを隠させず、芽を出させる(=心のうちを打ち明けさせる)ことができるでしょうか。

5m包o.Û~tñù句釘さ!õnoつmeつ， ~tñccのmつocきo~ocu.
妹に腹の叱に隠し事をさせず、芽を出させるにはどうすればよいでしょうか。

5m-21.566勺包c.2.u")c品uSocc均20勺・ cwa~~co・
今日兄は来て右手で糸をつむぐのをみます。悲しいですね410

5m-22. Q叩 2o.u勺C品υ0")，c品u2ucc討つあ白.
男の人は来て糸紡ぎを見ました、左手で糸繰り機を回すのを見ました。

35 rv、い機会ですJという町議え。

36この掛け合いが行われている地区の寺の名前。

37 meuは「言葉を美しく飾るJ(調子をよくする)ために挿入されている、とくに字義的意味のない言
楽であるという。

却ベトナムの地名であるとのこと。

39大昔(あるいは伝説上)の女性カップ歌手の名前。

40 14行目とともに rrあなたは若くてカップも上手ですよj という喰えであるという。

41 r糸繰りしているJは『夫がいるJことの隠輸であり、夫がいれば兄と一緒になれないから。
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5m-23. elucc.uueocwucc:)o.品cSe.
あの人の糸紡ぎをしていましたね。ラーョーイ。

5m-24.ふ6)e.J勺nn")ccciu")6)cu白oen1o.
兄は糸繰りを持ちたいだけですよ。

5m-25. elUO勺CJJ6)cwucc:)o.q")匂り勺nn")ccciu勺白nea>.

彼の妻になってしまいました。男の人は(あなたの)小指を持ちたいだけです。

5m-26. 的nJJ勺ôJJüeωiea>C1勺~2tn.oOU4UOO勺u.
来て少し話して楽しく追善供養儀礼をしたいです。

5m-27. cjje~か10qi'勺c5tU， nsu62tnJ.勺u.
サムヌアはね、今日は恐ろしい(日に)しませんべ

5m-28.ゎ1JJLon1ω:;>")JJ2ocu
腐った木の枝を燃やします。

5m-29. U2tner")u1")e")JJ1w1tm. 
燃やされたタマリンドの枝を恐れさせません。

5m-30. euo勺iωm")n1tru'c5eu::).つ心，古m")n1tru'ccci2u.
果物の火は少し燃えていますが、(燃えているのは)葉っぱだけです。

5m-31.566今時ゐ品mふOJJu")つ， 15c:;，也市U，ぬil")C5V.

今日兄は妹と話すのをやめます、先にやめます、モーラムよーい。

5m-32. eo勺ω奇nuci勺ouu.
兄は(あなたの歌を)返します。

5m-33. ふtUñu古e~JJ勺C59仇d3e~neつ4uñ;J~o ・
兄と妹は今日プンの話を一緒に話しに来ました。

5m-34. jju， SUtru仇cc心UjjC5勺.

今回、十人のモー(占い師)は(今日が)嬉しい日だと言いました。

5m-35. Cふぬ仇ccuU40CC50.
九人のモーはよい日だと言いました。

5m-36. cjjeつo}.，u1oヒ員nw")u.
中国ではセックパーン43です。

5m・37. おucふ5JJCme~44 ゐm")n8. ;Jtn2u日勺ou.
線香の煙のご飯を食べるのもいいです。今日はあっまる時です。

5m-38. oJoccno1o eUQtU45nU心oucc:)oカ.
ベトナムでは食べてにぎやかに楽しいです。

42 27-29行目は『あなたに妻を恐れさせません、妻はいい人ですJとb、う意味であるという。ラオスで

は男性にしばしば愛人がいるため、ここは女性側歌い手を愛人として迎えたい、ということを示して

いると考えられる。
43 中国の祭日であるとされる。

44 cme~ は f線香j という意味のベトナム語とのこと。
45 Q白(発音はゐuy421)は 『にぎやかな宴会で楽しいj としづ気分を表わすベトナム語。
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5m-39_ ポ付υ~c)o勺つC:;，ωηυ心， 6っ~c)百1J~υ ， C長勺出C.DÐっhllo勺C:;，む品υωJO~勺.

チューチョーン46は笠を置き忘れました、食べても無駄でした、タイでは商売でお金をなくしました。

5m-40. C.DDつ5勺1Jc)oっωω勺J..)，)2叩 cさつ切勺I1)lC)1J， CふCSむ

ミャンマーのムアンダーンでは米を何 トンも売りました、あなたよ。

ふ11-41.oJouc.DeつοつocLJυctJっδfc.2~心勺ω勺五つつ
今ラオスはよい時です、象を述れた人よ。

5111・42..Du~né)つc奇勺cCc)つc長勺.

今日あなたの息子はご販を作りました。

5111-43. ~wcc'iiÌυcSqmccdつわ句tJ)')1J~t五b.
あなたの嫁が来て追善供養儀礼の準備をしましたよ。

5町 44.Cδつccυ邑ueつcSむ，わ8つmっυ色弓つ'tIoυωJつ1五occ::)ou.
みてごらんなさい親族たちよ、この追善供養儀礼はとても立派ですよ。

5m-45. ~ω.urEo.uωωゐ-t'j~tiíC2.，)言っcccicu
失や妻カ旬、る人が彼らをお金持ちにしてくれますよ。

5111-46. ~tií~ぷ)~1JI1)')occcicu
長生きさせてくれますよ。

5111-47. cδっccυ，わ8つ1.1υのつわ8つω勺υ弓わCるつcCc)つ・

見て術l覧なさい、あなたの息子が用意した追善供養儀礼を。

5111-48. tJ)')'j~chf1J~nc寄っ五~c)，υ叫1J~t五cc50
あの南の道はあなたの息子が美しく飾りましたよ。

5m-49. ieむ.tJ)')つctfuel九Ö1J~~cëむcc旬c寄っ五~c沿っげ'uccc)つ.
オ一イ。あの北の道はJ義妥理の息息、子のワンサイが来てきれいに飾りつけました。

5ふn町1

美しいですね、美しいですね、親族たちよ。

5m-51. :5'1J0')0)0室1主)~~~υoenû03， 801以内U::l')l1)oen

写真 2. メーン

写真3.パサー ト

あの棺を安置する小屋梁にはハスの絵が飾つであります、屋根の垂木には花の模様がt怖いであります117。
~ n 

5m-52. :;，eつ2をうわ2勺つ心cc心::lJつのつつつυC')')CO.

両1Jlljには美しい女性がいます。

5111-53. tJ)勺つc品つuυ，ωυe'jcsω.

あの北の道です、親族たちよ。

5nr54.おりつcLJ1JSUょ)')ccu)心.

本当に馬の絵のようです。

5m-55. e.υりつ沿っβつつd勺UlJυωつおoum，GG8つCS邑}

空の下に投んでいるこのメーンも並みの物ではありません、親族たちよ。
v v 口~ v 司 ・ -f u h m  

5m-56.υ8わ匂勺わυυ，e1JυcC::loneつ1.11Jのつわ勺つcυ8つfZDつの，υ:::;，つののつれつつじつυcsecseつつつυCO.

そのほかにも、街で開かれるプンは美しいです、村に立つパサートはきらびやかで美しいですね。

46中国人の名前であるとのこと。

47棺祈lは屋般裏に安位する。
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5m-57. CUっCCυ，(iυC.uClC'udつ2ωがっつつυedJJ:::)d心

御覧なさい、街中の人が誰も彼もほんとうに美しいと言います。

5m-58. dUOつc印ccnυ勺υつ::>dυつつυ，ω8υ弓6υυ勺CC::>O

年寄りが来て美しいゴザに座って集まります。人々が来ま した。

5m-59. uen~')nふ伊伊υc寄っ6つめωっ~mnuï'つ， i~υJJUWðU 
そのほかにあなたの子や孫がまだ美しく飾りつけ、(髪に)椿油をつけます。

5m-60. ntñつ匂Uυ勺ClCC::>::cJ'っ~~5cLlυ品υðUめncc:50.
托鉢の鉢も寝ると ころに敷く布もあります。

5m-61. !5UO')ntnっω創刊υmOUdUUdueつc品っ.
枕に頭を沈めて気持ち良く寝られます。

5m-62. ~ncふめ~Cl1mc3eè;;υm勺cJ')è;;mヲoつつ
あなたの息子はまだ分厚い敷布団を提供し広い掛け布団へ(客を)連れてくることが出来ます。
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5m-64. nuI'っ必5っ日つω勺つSυω叫つめncc:::)O.

小さな羽虫や蚊の通り道を覆って防ぐ蚊1阪もあります。

写.兵4.タンカラプ・ノ ク

5町 65.CU~ccυ ~')UつcS8υ§っ0nccυっさυ. む勺υっCgjðυ§っ8ゎccυつSυ勺CC:::)O.
街l覧なさい。カナブンの羽のようにキラキラしています。小ゼ‘ミの羽のよ うにキラキラしています。

5m-66. Uðn~')nふ.2向CJ'畑山cヲu~::~ui>')， JJUm')れつつυ~CCゐ
そのほかにも、銀のカーテンや金のカーテンも全部あり、それは宝石のように美しいです。

5m-67. t.lυ~Clntñっiω命的前倒，切っ~~Mu:20凶nCC:::)O . ~')υCCuïCCl . U~8ÜðむmðむCCEυ
あちらには黄色い絹が吊るされており、 たくさんの色(の糸)が十も重なり合っています。美しいです

ねえ。小さな櫛も連なってぶら下がっていますべ

5m-68. nuI'つゐむのつ出品CCClCl，ntñ-つゐSJJCC~Cl
黒い傘が日差しを守っています、オレンジ色の傘(も)あります。

5町 69.cê')~oü'っ5υ ， CCClClC'udつ5υCC0077勺nnh

(傘が)J!民を防ぎます、天国の日差し、きつい日差しをさえぎってくれる(もの)もあります。

5m-70. CCClClC'udつW')CCClClCCEつめnh

天国の日差し、 暑い日差し(をさえぎってくれる傘)もあります。

5m-71. !5uo')nuïつ~utn)')ncむつ句υωJUCLlυQU.
美しいカンマークベン50もありますよ。

5m-72. ntnつわ::::>::るわげつdっ5cω。っυ.つつυの勺CCl.

タンカラブック51も四隅に立っています。美しいですね。
レ .

~ .... ，... '" ..... ・ロ レ

5m -73. つつよ)eυðð~. CC~つCtJ)勺5ðCl~::mouwυゎJJCC::>O.

'18 Uは「術」 とし、う意味。迎古常tのラオz語否では ‘“‘宕守5含"
'1岬iω9 追普臼供供L主:3旋妥{儀箆礼などにおいては供え物をぎ傘~などにたくさん吊すことを指している。

5ω0パ一シ一の{儀縫礼などの際に作る、バナナの楽で作って花を挿す山型の飾り。

51紙幣を吊して作る木(写真 4)。

{}十け合い歌による儀礼釜山lの敏い方一迫普供養儀礼で歌われたラオスの掛け合い歌「カップ ーサムヌアJの事例 45



輝くように美しいです。空の光が天国から届いていますよ。

【ケーン交換、タンカラプックがたくさん会場に運ばれて来てしばし中断】

5m刊 .te白， J.)~õec>ü. ふ也64hつcふ， wu::>tU勺tiou奇.
オーイ、ここにたどり着きました。兄は話すのがうまくありません、(まだ)話すのが終わっていません

(だからあなたが続きを話してください)。

5m-75.5i6mC59仇~~oci勺~Ü~uJJ~cccicne~~n，ふ~C5白・
来て遠くの街から来た違う村の女性と話します、アーイオーイ。

5m刊.88， QGZの勺匂~lJO)JeJ~UC5ω.
今回、父は死んで魂になりましたよ。

5m・77. 対C)C5~Í>~Uゆe~tn~ut.Tucc:5o・ ~~J.)2勾ふω.
私たちは供養に来た人々と一緒ですよ、嬉しいですね。

5m刊.2~沿っeou命令ホJJ.，ñucふ仇叫n8抑制C~EUCü.
妹に老人に追善供養儀礼に来た人々と食事をするよう勧めてもらいますね。

5m・79.ccnoccieJc:;i也，CJJeJcwuLJe白JJ.，o，心，e.，也C5ω.

ケーオティアシア、あの方の妻が来て話します、アーイヨーイ。

6f.パーンプアン

6F1.865865tJ3ぬ仇C5勺古cc.ùu~JつÖCCl占u~，山ゐ白C5白cîUri)~C5~.
今日私はモーラムと集まって話す(話し声)も本当にいい声ですね、私の父よ。

6f-2.2oli山cü~ccυ， QCC63C83ccu.
父にお見せします、御覧なさいな。

6f-3. ne~ll)J，まあっne~tn勺u~nc~勺ccciつつ勺JJCC>.
プンは、あなたの息子が準備した追善供養儀礼は美しいですよ。

6f-4. olO室必“心oenδO~~JJcc:5o.
天井の梁には美しいハスの花が描かれています。

6f-5. !;l6l必01品主払JC

屋根の梁にはオ一の花5回2の模様が描かれています。

6f-6. ~e~2en2勺~ccciυoentõ~tnJu~"JJCc:5o.
両側には美しいホーンティアンの花53が描かれています。

6f-7. .ûur~::>Oc>::>.，EU~つn.，~Cn8~~e.，0. 

街にはいろいろな美しいものがあります。

6f-8. lJt~勺oð~nηù勺uCS8cseつつ勺JJcc:5o.

52 5月頃に木の上に咲く花の名前。
53低木に咲く花の名前。
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パサートもきらびやかに美しく村の中に立っています。

6f-9. !õó勺~υtñ~c.ûeつ2ω占め~，)JJcctñ.
街中の人がみな本当に美しいと言っています。

6f・ 10.C令ωmd358心的，側ne~tn')uふcc:)o.
老人は来てゴザに座り、あなたの(準備した)追善供養儀礼で練り歩きます54。

6f-ll. jj均nt::>tõoc伽::>tÜ~ciJυ， cSe古jjcc:)o.
カラワット55もあり(メーンには)櫨色の布が巻いてあり、(中には)マットも(敷いて)あります。

e主.... CI:I. ...、
6f-12. euiñ:;e~.iJtn~c~ecc::>tω勺~lõiñueuc~')u勺.

第二にあなたが寝るための敷布団とシーツがあります。

6f-13. jjtñ~ωeut時umoueuueuëつctnっ.
頭を沈めて気持ちよく寝られる枕もあります。

6f-14. jjtñ~cð')dお&;utru勺.
分厚い小さな掛布団もあります。

6f-15. jjU)~ω勺aU50勺つ.
広い大きな掛け布団もあります。

6f-16. !oo')e.>')JJtru')o!ootJJciJJ， otJJn')e.>cふdl
寒いときには掛け布団をかけます、あなたの体にかけます。

6f-17. Yω品勺C8っcω，QCCe.>~・
誰もがひょいと見ます、ひょいと見てしまいます。

6F18.C83ω.mU3C68心§っünccJJ~ëu.
御覧なさい。カナブンの羽のようにキラキラしています。

6f-19. .iJtñつE.)，)u:Jc~a心Sっûnccυ~êつ勺JJ!O.
美しいセミの羽のようにキラキラしています。

6f-20. euo勺c3uYuoYuつ勺υ.cwu白ce勺υ勺tおむ.
紙幣は美しい。百枚持ってくる人もいます。

6f-21. ëuo')YuYmり古eE.)~ncふcê')JJ勺cCTlJJ~，).ucc:)o・
高額紙幣も低額紙幣もあなたの息子は持ってきて豪華に出しました。

6f-22. .iJtnつc3uYucc~ucn')tñuciJutlee.>.ふC8っCCJJ.
10万キープ札を何枚も何列も並べて貼ってあります。御覧なさいな。

6f-23. QCC白~CUっCCJJωcSω.
御覧なさいな父よ。

6f-24. cc苛'ocie白討eE.).cSouee.>cwuue包O勺つυ')C5白.

ケーオトーイソーイ56。私の愛人に(次の歌を)おいておきますね。

54 ccui。具体的には『オーオー!Jと大声で歓声を上げ太鼓などを叩きながら練り歩く。追善供養儀礼

などにおいて、深夜に行われる。

55僧がお経を唱えるときに手に持って顔を覆う団扇のこと。

56特に意味のないカムトントーイとされる。ターンを終えることを示す。

掛け合い歌による儀礼空間の歌い方一迫普供養儀礼で歌われたラオスの掛け合い歌「カップ・サムヌアJの事例 47



7m. 7ンポーン

7m-l， te合.eelJqelJcOWUe，c5白.

オーノー。楽しいですね親族たちよ。

7m-2.56U勺lJ!OJJ叫nυelJccnJJo勺白・省勺C5Q>・

今日は桑の木を植えて糸を作るのにちょうどよい日です。ラーヨーイ。

7m-3. Ú勺lJ!ö5JJ~")occぷっつCC.utru叩.ふぬeelJ2..心情ふcc50.
離婚した女性、夫と死別した女性を口説くのにちょうどよいです。兄もあなたを好きになりました。

7m・4. 古今C5Q>CCωつC1")C5白・ 2olüe，vucふJJ")2ñ~・ cê勺山号lJ~Oëo勺Q>CC心・
おお愛する人よ。妹のおそばに寄らせてください。肩を兄の胸にくっつけてくださいな代

7m-5. éllJめ606c§勺日o")JJ~O・ふQ>a}勺n宅UゐO1eJJccñJJcふ!O・
夫(=私)は(あなたが好きなので)悪いとは思いません。兄はあなたの首筋にキスをし頬にキスをした

いのです。

7m-6. g}")c5Q>， VUCさっJJ")2ñ~・&っiω仇巾lJ， ëo勺白cü.
ラーヨ}イ、近くに寄ります。手のひらを火にかざし炭火にぐっと近づきます58、兄はね。

7m・7.alJ仇CJJQ>cWlJCc50，ゐり勺nci勺lJCCci目。勺υoen!o.
(あなたは)彼の妻(になってしまいました、だから兄はあなた)と話しをしたいだけですよ汽

7m-S.ゆC5Q>..ûÜÛ. ふQ>c.2een'éil勺n~ÕJJ伐543ω勺JJ")cc50.
ラーヨーイ。今日ですね。兄は出かけてきましたがもう妻が家にいます。

7m-9. Q>")υeenJJ")伐643ω包ccno.
出てきたときも美しい妻がいました。

7m-l0. ~υ山由 CU66wgndっ!öccciつ苛つcふuen2mëo勺白JJ").."). e)lJ'叩C5匂・

兄が愛する妻は米の袋を作って兄に来て話すよう言いました60、美しい人よ。

7m-ll.ωωq")v5n~，!öccciつ'Î'a}勺uen2mq勺白山ci'")lJ.
男の人が愛する妻はタバコの袋を作って男の人に話すよう言いましたよ。

7m-12.U8mmguSudouふ的包c.ue，会勺tS!o.
(兄の妻は)あちらのサムヌアのほうでカップをして遊んで楽しんできなさいと言いました。

7m-13.苦情ge.6也.eo勺Q>!δυ勺C品υ古eつ・ alJO勺凶..ouふ.
ラーヨーイ。今日はね。兄は妹と会うことが出来ました。来て水に集まりました。

7m-14. ëo勺包り勺ne")uC1勺υ2'éilc~Q>cQ ， e)lJ'勺JJC5也.

兄は水浴びを楽しみたいです、美しい人よ。

7m-15. JJ")'eilOUO'COlJ2d，回勺ne勺UC邑lJ2m.u'lJ01勺白selJ.t.llJか.

大きな池に集まり、冷たい(水で)水浴びをして体の熱さをさましたいです61。あちらで。

57 Ju は恋人同士のように近づいて体を寄せ合うこと、 ~o も胸にくつついて恋人同士がいちゃついてい

るような様子を表わす動調。

58女の人のすぐそばに寄りますよ、という比喰。

59 rあなたは人の妻だし私も妻がいるので結婚したいというわけではなく今トーニェーしたいだけですj

という意味。
60 r兄の妻は兄がカップをしに来たのを認めていますよJということ。
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7m-16.品 開明白2-qcc5o，~e~~勺orñ.，ぬ::s." ~.，vd~白.
兄は満足しました、二人のモーラムの女性よ、サーイヨーイ。

7m-17. WlJÛ(，tt勺noi勺~cふco.
千年経つでもあなたと離れたくありませんよ。

7m-18. ふE.)eJ勺:nc.ûe~~.，~cselJr)o勺~ ~sOJJñlJe)lJ~ωC5V. 
兄は行って広い家を建てて美しい人と一緒に暮らしたい。

7m-19. nno2-qcc5o. ~e~cteE.)ùe~， θ勺iδ835usu，。勺凸勺C5V.
今日は嬉しいですね。二人の姉妹よ、(二人のうち)ひとりだけが話さないようにしてください、眼の黒

い人よ。

7m-20.568%ccS0.i8cge. 
今日は嬉しいです、アイよ。

7m・21.E)lJ~J~E沿っωOE.).ülJÕ~~"JJCO.
音が大きくて美しいゴングの音を聞きます。

7m-22.868UDZ63切O~令wdu.
今日はサムヌアに響く立派なゴングを聞きます。

7m-23. U勺υiδË)lJ~J~山っさe~:no~üつωm侃u.
ちょうどどんぐりの木(プナ科の木)の洞にいるヒヨケザルが鳴く声を聞きます。

7m-24. 60ielJ奇心U.，lJu.ゆC5白， CCω~C").，ü. 
いつもこうではありません。ラーョーイ、恋人よ。

7m-25. nUゐUlJ.uCCulU.
今日はほんとうにブンがあるのですね。

7m-26. èo勺E>ñuùe~占2õcおooen2'üsoJJè'lJ.
兄と妹は一緒に花を摘んで袋に集めることができました。

7m-27. ~JJ.，5lJsoJJceo. elJO勺coooe:n2.u.υ吋OJJlllJtIl.，lJ.CCωつの勺C5白.
祭りに来て(この)場所に集まり、花を摘んで来て追善供養儀礼に集まりました、恋人よ。

7m-28. ë-勺enうC~VO勺也d勺.

兄も残念です。

7m-29. ふe行uùeつ奇~~.，ñlJe)lJ~::uelJ， CCω~C5V. 
兄と妹はここにいる人々と(仏様を)拝んでいます、恋人よ。

7m-30. ccnocci白cQV，CJJ白ùeE>CWlJt_)eVJJ.，6'JJ~，)VC5V.

ケーオティアシア、彼の愛人はやって来て男の人と話しますよ。

61 rあなたとカップトーニェーをして楽しみたbリという比輪。
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