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ラオスのカップ・サムヌアを事例に

　あらゆるコミュニケーション出来事は場のなかで、さまざまなレベルにおけるコンテクストに埋
め込まれ、またコンテクストを生み出しながら展開される。これを分析する上で基盤のひとつと
なっているのがパース記号論、なかでも指標性の概念である。本稿では指標性を考える上で中心的
役割を果たしている、ヤコブソンの詩的機能論を発展させたシルヴァスティンのコミュニケーショ
ン論と、それに依拠した小山の出来事モデル、さらに具体的な詩的実践を分析してきた民族詩学を
理論的背景とし、ラオスで追善供養儀礼の夜に行われる掛け合い歌「カップ・サムヌア」がどのよ
うにコンテクストに埋め込まれているのかを分析した。
　カップ・サムヌアの掛け合いは「儀礼に関する掛け合い」、「カップ・トーニェー（疑似恋愛の掛け
合い）」、「（おひねりをくれた）聴衆への言祝ぎ」に分けられる。儀礼に関する掛け合いでは現実の
場を基盤としつつ象徴的世界を指標し、理念的な追善供養儀礼のプロセスをパフォーマティヴにコ
ンテクスト化する歌が歌われていた。そこではあくまで「今・ここ」と地理的・観念的に繋がった
世界として象徴的世界が表現されていた。カップ・トーニェーでは現実とは切り離されたやりとり
として歌が交わされていた。さらに聴衆への言祝ぎでは指標性の高い表現によってこうしたコミュ
ニケーション構造が一時的に変更され、象徴的世界が「今・ここ」に繋げられていた。
　最後にこうした掛け合いを支える、カップ・サムヌアのスタイルを構成するものとして、反復さ
れる「一定の音響」の存在を指摘した。カップ・サムヌアはこの一定の音響が指標する解釈枠組み
を基盤としつつ、歌い手がフッティングを変化させながらさまざまな「声」を掛け合いのなかに響
かせ、多彩な詩的表現を駆使して指標性に基づくテクスト化／コンテクスト化と詩的機能によって
象徴的世界と経験世界が繋ぎ合わされていく実践なのである。

［カップ・サムヌア、詩的機能、指標性、コンテクスト化、民族詩学］
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Ⅰ� はじめにⅠ� はじめに

　あらゆるコミュニケーション出来事は場のなか
で、さまざまなレベルにおけるコンテクストに埋
め込まれ、またコンテクストを生み出しながら展
開される。ここで言う「コンテクスト」には発話
の連鎖というミクロなコンテクストから、社会
規範や文化といったマクロなコンテクストまで
含まれる。グッドウィンが示したように、人々
の相互行為は発話だけでなくジェスチャーや姿勢、
図、道具などさまざまな記号論的資源を蓄積し基
質（substrate）として利用、解体、再利用する
ことで秩序だった形に組織されている［Goodwin	
2000， 2013］。相互行為の人類学的研究は会話分
析と密接に関わりながら、こうした相互行為のあ
りようをさまざまな社会で明らかにしてきた［高
田 2019］。
　ビデオデータの精緻な分析によって相互行為研
究を長年牽引してきたグッドウィンが記号論的概
念を使っていることにも見えるように、言語人
類学においてこれまでパースの記号論［パース 
1986］は、コミュニケーション出来事を分析する
基盤のひとつとなっている。とりわけ社会記号論
系の言語人類学はこれまで、パース記号論を応用
しながらコミュニケーション出来事を分析するた
めの概念的枠組みを洗練させてきた［小山 2008］。
だが名和が本特集序論で指摘しているように、日
本では菅原和孝や木村大治に代表される、ゴフマ
ンや会話分析を批判的に取り入れ相互行為研究を
推し進めてきた人類学者たちすらもそうした枠組
みを参照してこなかった。そのため、会話がどの
ように交わされているのか、身体動作がどのよう
に相互行為と関わるのか、そこにどのような「セ
ンス」が秘められているかは明らかになっても、
非経験的な象徴的世界（後述）を含めたコンテク
ストとの関わりはほとんど分析されてこなかっ
た１）。だが後述するように、記号論的体系ではや
りとりのコンテクストへの埋め込みを一貫したや
り方で分析することができる。
　本稿は、ラオスで追善供養儀礼（bun thaan）の
夜に「モーラム」（ときに「モーカップ」とも）と
呼ばれるセミプロの歌い手たちによって行われる
掛け合い歌「カップ・サムヌア」がどのようにコ
ンテクストに埋め込まれているのかを明らかにす

ることを目的としている。そのために手掛かりと
するのが、言語人類学でこれまで磨かれてきた記
号論的な道具立てと、ハイムズやテッドロックに
よるアメリカ先住民の民話（神話）語りの分析に
よって始まった「民族詩学（ethnopoetics）」である

［Hymes	1981；Tedlock	1983；Blommaert 2006］。
民族詩学については、本稿の分析対象が（掛け
合いの）歌という、特殊な形式の発話を扱ってい
ることに関わっている。歌や神話の語りといった
特殊な「語り」はこれまで言語人類学において
パフォーマンス論の観点から分析されてきたが
［Ahearn 2012］、民族詩学はなかでも詩的形式性
の分析と、それを通した「声」２）の聞き取りと復
権に取り組んできた学問的潮流である。本稿では
Ⅱ章でこれら理論的背景とカップ・サムヌアの概
説を行った上で、Ⅲ章において実際の歌詞の分析
を行っていく。その上でⅣ章においてカップ・サ
ムヌアの掛け合いがどのように場（すなわちコン
テクスト）に埋め込まれているかを明らかにして
いく。

Ⅱ� 背景Ⅱ� 背景

１　指標性・コンテクスト化・詩
　本稿の理論的背景として、まずパース［1986］
およびパース記号論を解説した米盛［1981］と
Atkin［2013］に基づいてごく単純にパースの記号
概念を概観してみよう。
　パースは初期において記号を「ある人にとって、
ある観点もしくはある能力において何かの代わり
をするもの」と定義した［パース 1986：２］。の
ちにより詳細な形で以下のように記号を定義して
いる。

　　私は記号を、一方では記号の対象と呼ばれ
る別の何かによって規定され、また一方では、
私が記号の解釈項と呼んでいる、人にもたら
す効果を決定し、それゆえ後者が前者によっ
て間接的に決定されるもの、として定義する。
［Peirce 1998：478］（パース［1986：158］も
参照しつつ私訳）

　このようにパースは、記号を記号、その記号の
対象、および記号とその対象を関係づける解釈項
から成る、それ以上還元不可能な真正の三項関係
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的プロセスとして描き出した。たとえば煙を見て
「火が出ている」と考えたとすれば、「煙」は記号、
「火」は対象、「煙と火を結びつける解釈」が解釈
項となる。続いてパースはこれに対応するように、
記号それ自体の在り方（第一次性）、記号とその
対象との関係の在り方（第二次性）、記号と解釈
内容との関係の在り方（第三次性）というよう
に記号過程の三つの側面を分けた［米盛 1981：
122］。このそれぞれにさらに同様の三分法を適
用することで、記号の第一次性における記号様式
の三分類（性質記号、個物記号、法則記号）、第
二次性における記号様式の三分類（類似記号（あ
るいは類像記号）、指標記号、象徴記号）、さらに
第三次性における記号様式の三分類（名辞、命題、
論証）を導き出し、それらを組み合わせて記号を
10種類に分類した３）。
　コミュニケーション出来事のコンテクストへの
埋め込みを分析する上で重要なのは第二次性にお
ける記号様式の三分類である。このうち類像性は
類似に基づくものである。象徴性は経験的根拠
を持たない、類似もしていないものであって、経
験に対する超越性、抽象性、任意性を強く示すも
のである。たとえば写真は風景の類似記号であり、

「鳥」という単語は一般名詞である限りにおいて
象徴記号である。
　そしてこの三分類のなかでもとりわけ重要な
概念が指標性（indexicality）である。指標記号は
パースによれば「対象との類似性や類比によるの
でもなく、また対象がたまたま持っている一般的
な特性との連合によるのでもなく、一方では個体
的な対象と、他方ではその人にとってそれが記
号として役立つ人の感覚や記憶との（空間的な
ものを含む）力動的な結合関係を持っていること
によって、その対象を指示する」［パース 1986：
51］ような記号である。指標は隣接性／連続性

（contiguity）に基づき対象とコンテクストを関係
づけるものであり（たとえば煙は火に隣接してい
るので火の指標記号と言える）、こうした指標性
によって自然言語の発話はすみずみまでコンテク
ストに埋め込まれている［Hanks 2001］。よって、
指標性は出来事とコンテクストを関係づける基礎
となっている。
　現代の言語人類学では、言語に限らずあらゆる
メディアによるコミュニケーションを含む「出来

事」が、コンテクストを指し示すことによって自
らを「テクスト化された（社会文化的に意味づけ
可能な）」出来事として浮かび上がらせ、同時に
新たなコンテクストを創り出すものとして捉えら
れている［小山 2008：221］。たとえば私がコン
ビニのレジで昼食を買う、という出来事は、店員、
店舗、商品製造や流通に関わる多様なコンテクス
ト、さらには現金経済に関するコンテクストが私
と結びつくことで始まる。つまりこれら多様な要
素は私の行為によって指し示される（関連付けら
れる）ことで行為のコンテクストとなる。
　それら多様なコンテクストをテクストとして取
り込み、店員はなかでも値段を読み取ることをそ
の場に固有のテクストとして出来事に引き込むこ
とで、バーコードリーダーを手に持ってバーコー
ドを読み取り、ほとんど同時に「弁当一点、ウー
ロン茶一点、どら焼き一点、以上合計で632円に
なります」と発話する。つまり、合計金額という
新たなコンテクストを生み出す。そこで私は新た
なコンテクストをテクストとして取り込み、それ
に応じて代金を払う。こうした一連の相互行為に
よって「昼食を買う」という大きな出来事は進行
する。
　こうしたコミュニケーション出来事で重要な働
きをするのがヤコブソンの六機能モデルに由来す
る「詩的機能」［cf.	Jakobson 1960］である。詩
的機能はメッセージ自体に焦点を当てる機能であ
る。これは選択軸（範疇列）を構成する同一性・
類似性の原理が連辞軸上に投射されて現れたと
き、つまり形態的・意味的に同一ないし類似した
もの（同じ範疇に属するもの）が、コミュニケー
ションの流れの上（たとえば文章上）に反復して
生起するときに機能する。出来事においてはこの
詩的機能によって相互行為のモデルをコンテクス
トとして指し示し（＝コンテクスト化し）、その
「現れ」（＝トークン）として指し返される（＝テ
クスト化する）ことで社会文化的に意味をなす相
互行為のテクストを創り出してゆく［シルヴァス
ティン 2009：491-492］。こうした出来事モデル
について小山は図１のようにまとめている［小山 
2008：222-226，2012］。この図において小山は
「場の構成要素」、「経験世界」、「象徴的意味体系」
（信念体系（世界観・宇宙観）・文化的知識を含む）
の三層が「出来事」を取り囲んでおり、それぞれ
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に指標の矢を放つことで（創出的に）コンテクス
ト化とテクスト化が達成される様子を描き出して
いる。この三層は出来事に近いほど指標性が高く、
遠いほど象徴性が高い、という順に配列されてい
る［小山 2008：240-241］。シルヴァスティンの
示した名詞句階層［シルヴァスティン 2009：第
４章］をはじめ、さまざまな言語構造にはこうし
た指標性の大小に基づく階層化が見出されている

［小山 2008：237］。本稿で扱う掛け合い歌につ
いても、歌で何がどう言及されているのか（指標
されているのか）を分析することで、歌の場への
埋め込みについて明らかにできると考えられる。
　また、シルヴァスティンはすべてのコミュニ
ケーションが①コミュニケーション（語用／指
標）を二階レベルから統制するメタ指標と、②そ
れによって統制される一階レベルのコミュニケー
ション（語用／指標）から分けられる２層の指標
性の関わりによって成立するものであるとし、メ
タ語用的記号が生起する出来事（Es）と、それ
によってテクスト化される出来事（Et）を分けた。
さらにこの２種類の出来事（指標）関係のあり方
を３種類に分けた。１つめは「再帰的較正」（Es
＝Et）である。これは「今ここ」で起こっている
コミュニケーション出来事がその出来事それ自体
を再帰的に指標する。つまり「今行われているの
は何か」をEsが示すものである。ここでは類像性

（類似性）の原理が顕著に観察される。２つめの
「時空内的較正」（Es/Et）は「今ここ」で起こって
いるコミュニケーション出来事が、「今ここ」で
はなく「あの時」あるいは「やがて」起こる（起
こった）コミュニケーションを指標する。ここで

は指標性の原理が顕著に観察される。３つめは
「超時空的較正」（Es≠Et）である。これはEsとEt
を異なった存在論的領域に位置付ける較正であ
る。ここでEtは異界的な領域、Esはそのような
象徴的領域を指し示す、現象次元で指標的に生起
する経験・体験であるようなものとなる。ここで
は象徴性の原理が顕著となる［シルヴァスティン 
2009：第５章；浅井 2017：44-46］。
　本稿におけるもうひとつの理論的背景である民
族詩学は、言語実践を支える反復される構造、記
号論的に言えば指標的類像がどのように実現して
いるのか、それがどのような社会的実践なのかを
明らかにしてきた。民族詩学の提唱者の一人であ
るハイムズはアメリカ先住民（特にチヌーク）の
神話語りを対象に、文法や修辞技法を含めた形式
を明らかにし、その構造を反映させた書き起こし
を行うことで、語りの「意味」を十全にくみ取ろ
うとした［Hymes 1981］。もう一人の提唱者と
されるテッドロックは、行の配置やフォントの
変化などの工夫によって語りの韻律や抑揚を紙
の上に表現し「聞こえる（audible）」テクストを
作成し、再演可能な語りの翻訳を生み出すことを
目指した［Tedlock 1983］。さらに民族詩学に取
り組む研究者たちは書き起こしの手法を洗練さ
せつつ、こうした形式で語る能力自体が持つ社
会的・政治的意味についても考察を広げていっ
た。そこから、適切な形式で語れないことが社会
的排除に繋がる可能性や、語りの形式を明らかに
することを通して簡単には聞き取れない「声」を
聞き取って理解できるようにすることで、排除
された人々の「声」を取り戻す意義が議論され

図１　出来事モデル（小山［2012：164］をもとに作成）
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てきた［Blommaert	2009；Kroskrity	and	Webster	
（eds.） 2015］。この潮流は主にアメリカ先住民の
神話・物語の語り分析を対象としてきたが、近年
はテレビCMの音楽リズムと出演者の体の動きも
視野に入れたマルチモーダルな分析も行われてい
る［Kataoka 2012］。本稿では歌詞の詳細な分析
を通じて、何が反復されているのか、聞いたとこ
ろ単調にも聞こえる歌の掛け合いにおいてどのよ
うな「声」が交わされているのかを明らかにして
いく。
　以上、本稿に関わる理論的道具立てについて説
明してきた。次に本稿で分析の対象とする「カッ
プ・サムヌア」について簡単に民族誌的背景を説
明しておきたい。

２　ラオスのカップ・サムヌア４）

　カップ・サムヌアは東南アジア大陸部の国ラオ
スで歌われるカップラムのひとつである。「カッ
プラム」はラオス北部の歌を指すのに使われる

「カップ」とラオス南部（及びラオの住む東北タ
イ地域）の歌を指すのに使われる「ラム」という
言葉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やラオス人文筆家
はモン-クメール語族やシナ-チベット語族の諸民
族の歌謡についても「カップラム」に含めている

［Chapman 2003：97-98］。さらにタイ・ルーの
「ハプ」のように［馬場 1990］、「カップ」や「ラ
ム」に類似の語彙および歌謡はタイ北部や中国雲
南省のタイ系諸民族にもみられる。
　カップ・サムヌアはその名の通りサムヌアを中
心地とするラオス北部のフアパン県で歌われてき
た歌であり（図２）、通常は掛け合いで歌われる。
この歌では掛け合い歌でよく見られるように［梶
丸 2013，2014；Miller	and	Williams（eds.）2008］、
定型的な旋律に即興で歌詞をのせて歌を掛け合う。
歌詞は歌い手が膨大に覚えている定型句をベース
に、先行する相手の歌やその場、歌の流れに合わ
せた歌詞を作り出す形で歌われる。歌い手へのイ
ンタビューによるとカップ・サムヌアは結婚式や
家の新築祝いなどといった場面で歌われてきたと
されるが、現在は親族（基本的には施主の亡く
なった父母や祖父母）の追善供養儀礼（bun thaan）

の夜に歌われることがほとんどである。追善供養
儀礼は亡くなっている親族に「徳（bun）」を送る
ことを目的としており、基本的には施主の家で行
われる。この儀礼は２日以上にわたって行われる
が、その夜には大きな宴会を開き、招待客と「天
国（muang faa）」から降りてきているとされる追
善対象の霊を楽しませるためにセミプロの演奏家
（歌い手とケーン奏者）を呼んで徹夜で歌を掛け
合ってもらう５）。掛け合いはおおむね夜の21時頃
に始まり、夜が明けた翌朝６時ぐらいに終わるこ
とが多い。基本的には最初と最後に儀礼に関する
内容が歌われ、その間に「カップ・トーニェー」
（直訳すると「冗談のカップ」）と呼ばれる疑似恋
愛遊びの掛け合いが歌われる。また、主にカッ
プ・トーニェーに相当するやりとりのあたりで聴
衆からおひねりが来ることがあり、それを受け
取った場合はその聴衆を褒め称える言祝ぎが挿入
される。
　本稿で扱う掛け合いは梶丸［2016，2019］と
同じく、2013年２月４日夜から５日早朝にかけ
てサムヌアのある家で行われた、カンティー氏と
いう人物に対する追善供養儀礼の場で歌われた事
例で、施主は氏の息子である。歌い手は男性が２
名（Am氏とSo氏）と女性が２名（Ba氏とAi氏）
であるが、Ai氏はなぜか深夜の３時ごろに帰って

図２　ラオス地図
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しまったため、そこからは男性２名と女性１名に
なっている。歌は独唱で、時折歌い手がターンの
間で交代している。ケーン奏者も１名呼ばれてい
たが、男性の歌い手は２名ともケーンが吹けたの
で、途中彼らが歌っていない場面で歌い手にケー
ン演奏を交代していることもあった。
　写真１は掛け合いが始まって小一時間経った夜
の10時半ごろに撮影したものである。手前側に
座っているのが主催者の親族で、写真には映って
いないがその背後には儀礼用の竹で作った「パ
サート」と呼ばれる塔などの飾りがある。中央の
テーブル右わきにはおひねりを入れる大きな杯が
あり、その向こう側に歌い手たちが座っている。
マイクを持っているのがAm氏で、後ろで椅子に
座っているのは来客である。このとき来客は100
名程度で、熱心に聞いている人々もいれば後ろの
方にはポーカーに興じている人々もいた。客は
夜更けになると三々五々帰っていき、３時ごろに
なると掛け合いを聞いているのは10名程度まで
減っていた。このあたりになると歌い手たちもか
なり疲労困憊していて、掛け合いも休み休み行わ
れていた。夜が明けてくると若干持ち直し、朝６
時半ごろに掛け合いが無事終了した。朝まで聴い
ていたのはほぼ主催者たちのみであった。
　本稿で取り上げる歌詞はこの事例を収録したあ
と、2013年のうちにAm氏の家でAm氏本人（一部
はその妻や息子）に聞き取ってもらい、筆者がラ
オ語に書きとって意味を確認し日本語に翻訳して
いったものである。ラオ語への書き起こしは完了
しているが、意味の確認と日本語訳はまだ完了し
ていないため、全体の詳細はまだ明らかになって
いない。掛け合いの全体は55ターンあり、冒頭

から３ターン目まではその場にいる人々への挨拶
と儀礼に関する内容、そこから６ターン目までの
間に徐々にカップ・トーニェーへと移行し、33
ターン目あたりから再び儀礼に関する掛け合いが
歌われている。日本語訳のできていない箇所なの
で正確な場所は特定できないが、そこからまた
トーニェーに戻った上で53ターン目あたりから
施主を祝福する歌が歌われて掛け合いが終了する。
　次章では１．儀礼に関する掛け合い、２．カッ
プ・トーニェー、３．聴衆への言祝ぎのそれぞれに
おいて、反復にも着目しながら歌詞がどのような
事柄を言及指示・指標しているかを分析し、指標
性と象徴性の観点から歌がどのように場に埋め込
まれているかを明らかにしていく。なお、歌詞に
ついては梶丸［2016］で７ターン目までの全体を
提示し、簡単にやりとりのプロセスをたどってい
る。また梶丸［2019］ではこれを含め全体の流れ
をたどりながら適宜日本語訳した歌詞を提示して
いる。そこで本稿では掛け合いのプロセスの検討
については最小限にとどめ、歌詞の分析に焦点を
当てることとする６）。

Ⅲ� 指標性と詩的機能による場への�Ⅲ� 指標性と詩的機能による場への�
埋め込み埋め込み

１　儀礼に関する掛け合い
　歌詞例１はAmによる掛け合いの冒頭である。
ここでは明瞭に

9 
 

 歌詞例 1 は Am による掛け合いの冒頭である。ここでは明瞭にມື ້ ນີ ້ 「今日」や ຂ້ອຍ「私」

といった「今・ここ」を指標する、指標性の高い言及指示がなされている。ここからはそ

の場にいる人々や仏への挨拶が行われる。とはいえ実際に「今・ここ」にある通りのこと

が言及指示されるわけではない。たとえば次の歌詞は、ほとんどの人が椅子に座っている

実態（写真１）とは乖離しており、むしろ理念的な、象徴性の高い表現と解釈すべきであ

る。 

 
 これに続く歌詞も基本的には現実から離れており、むしろ理念的な追善供養儀礼のプロ

セスをパフォーマティヴに立ち現れさせているように思える。ここで言う「パフォーマテ

ィヴ」はオースティンの言う意味とは異なり［オースティン 1978］、むしろ演劇的な時空

間の創出、「言う」ことによって「在ることにする」［cf. Butler 1999(1990)；Ahearn 
2012：170］、あるいは象徴的な世界（図 1 の一番外側の層）を言及指示することで理念的

な儀礼のプロセスをコンテクスト化することを意味している。なお例示はしていないが、

歌詞例 2 と同じ構造を持つ歌詞が冒頭部分では繰り返されている［梶丸 2016：23］。こう

して詩的際立ちが生み出されることで、掛け合い歌の場がフレーミング［Goffman 1986］
されていく。 

冒頭部分における儀礼に関する掛け合いで中心をなすのは、いかにしてこの儀礼に至っ

たかという内容である。 

「今日」や
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 歌詞例 1 は Am による掛け合いの冒頭である。ここでは明瞭にມື ້ ນີ ້ 「今日」や ຂ້ອຍ「私」

といった「今・ここ」を指標する、指標性の高い言及指示がなされている。ここからはそ

の場にいる人々や仏への挨拶が行われる。とはいえ実際に「今・ここ」にある通りのこと

が言及指示されるわけではない。たとえば次の歌詞は、ほとんどの人が椅子に座っている

実態（写真１）とは乖離しており、むしろ理念的な、象徴性の高い表現と解釈すべきであ

る。 

 
 これに続く歌詞も基本的には現実から離れており、むしろ理念的な追善供養儀礼のプロ

セスをパフォーマティヴに立ち現れさせているように思える。ここで言う「パフォーマテ

ィヴ」はオースティンの言う意味とは異なり［オースティン 1978］、むしろ演劇的な時空

間の創出、「言う」ことによって「在ることにする」［cf. Butler 1999(1990)；Ahearn 
2012：170］、あるいは象徴的な世界（図 1 の一番外側の層）を言及指示することで理念的

な儀礼のプロセスをコンテクスト化することを意味している。なお例示はしていないが、

歌詞例 2 と同じ構造を持つ歌詞が冒頭部分では繰り返されている［梶丸 2016：23］。こう

して詩的際立ちが生み出されることで、掛け合い歌の場がフレーミング［Goffman 1986］
されていく。 

冒頭部分における儀礼に関する掛け合いで中心をなすのは、いかにしてこの儀礼に至っ

たかという内容である。 

「私」といっ
た「今・ここ」を指標する、指標性の高い言及指
示がなされている。ここからはその場にいる人々
や仏への挨拶が行われる。とはいえ実際に「今・
ここ」にある通りのことが言及指示されるわけで
はない。たとえば歌詞例２は、ほとんどの人が椅
子に座っている実態（写真１）とは乖離しており、
むしろ理念的な、象徴性の高い表現と解釈すべき
である。
　これに続く歌詞も基本的には現実から離れてお
り、むしろ理念的な追善供養儀礼のプロセスをパ
フォーマティヴに立ち現れさせているように思
える。ここで言う「パフォーマティヴ」はオー
スティンの言う意味とは異なり［オースティン 
1978］、むしろ演劇的な時空間の創出、「言う」こ
とによって「在ることにする」［cf.	Butler	1999；
Ahearn 2012：170］、あるいは象徴的な世界（図
１の一番外側の層）を言及指示することで理念的

写真１　本稿で扱うカップ・サムヌアの一場面
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な儀礼のプロセスをコンテクスト化することを意
味している。なお例示はしていないが、歌詞例２
と同じ構造を持つ歌詞が冒頭部分では繰り返され
ている［梶丸 2016：23］。こうして詩的際立ちが
生み出されることで、掛け合い歌の場がフレーミ
ング［Goffman 1986］されていく。

　冒頭部分における儀礼に関する掛け合いで中心
をなすのは、いかにしてこの儀礼に至ったかとい
う内容である（歌詞例３）。
　ラオ語には一貫して時制を示すシステムがな
く、一般に

10 
 

  
 ラオ語には一貫して時制を示すシステムがなく、一般に ມື ້ ນີ ້ 「今日」や完了相（PRF）
を表す ແລ້ວ のような、アスペクト要素や時間を表す要素によって時間的関係を判断する

［Enfield 2007：177］。そのためシルヴァスティンが論じたような形での時制システムに

基づく較正はできないのだが、未来時制を示すのによく使われる非現実相のアスペクト-法
標識（IRR）[Enfield 2007：9.1.4]、具体的には 1 行目の ຈະ や 2 行目の ຊິ によって「こ

れから」話す発話（歌詞）の内容が転換することが示される 8）。続いて 4 行目にある

ມື ້ ເຊົ ້ າ「今朝」という表現によって、ここからの内容が過去に属すること（つまり「時空内

的較正」が行われていること）が明示される。 
とはいえ、ここでも内容は現実を反映しているわけではない。そもそもこれを歌ってい

る Am 氏はそこまで詳しくカンティー氏の亡くなったときや儀礼の準備について知ってい

るわけではなかった。Am 氏へのインタビューによると、歌い手の雇い主（施主）はしば

しば歌い手は親戚や知人づてで探し、携帯電話に電話をしてギャラや人数を交渉するとい

う。雇い主は必ずしも歌い手と親しい間柄というわけではなく、観察した限り歌い手は追

善供養儀礼の会場に到着したときに施主や主な親族の名前を確認する。たとえば次の歌詞

も、Am 氏によると「いろいろな親族がいるだろうが一例として」挙げるような比喩表現

である。 

「今日」や完了相（PRF）を表
す

10 
 

  
 ラオ語には一貫して時制を示すシステムがなく、一般に ມື ້ ນີ ້ 「今日」や完了相（PRF）
を表す ແລ້ວ のような、アスペクト要素や時間を表す要素によって時間的関係を判断する

［Enfield 2007：177］。そのためシルヴァスティンが論じたような形での時制システムに

基づく較正はできないのだが、未来時制を示すのによく使われる非現実相のアスペクト-法
標識（IRR）[Enfield 2007：9.1.4]、具体的には 1 行目の ຈະ や 2 行目の ຊິ によって「こ

れから」話す発話（歌詞）の内容が転換することが示される 8）。続いて 4 行目にある

ມື ້ ເຊົ ້ າ「今朝」という表現によって、ここからの内容が過去に属すること（つまり「時空内

的較正」が行われていること）が明示される。 
とはいえ、ここでも内容は現実を反映しているわけではない。そもそもこれを歌ってい

る Am 氏はそこまで詳しくカンティー氏の亡くなったときや儀礼の準備について知ってい

るわけではなかった。Am 氏へのインタビューによると、歌い手の雇い主（施主）はしば

しば歌い手は親戚や知人づてで探し、携帯電話に電話をしてギャラや人数を交渉するとい

う。雇い主は必ずしも歌い手と親しい間柄というわけではなく、観察した限り歌い手は追

善供養儀礼の会場に到着したときに施主や主な親族の名前を確認する。たとえば次の歌詞

も、Am 氏によると「いろいろな親族がいるだろうが一例として」挙げるような比喩表現

である。 

のような、アスペクト要素や時間を表
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す要素によって時間的関係を判断する［Enfield 
2007：177］。そのためシルヴァスティンが論じ
たような形での時制システムに基づく較正はで
きないのだが、未来時制を示すのによく使われ
る非現実相のアスペクト-法標識（IRR）［Enfield 
2007：9.1.4］、具体的には１行目の
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 ラオ語には一貫して時制を示すシステムがなく、一般に ມື ້ ນີ ້ 「今日」や完了相（PRF）
を表す ແລ້ວ のような、アスペクト要素や時間を表す要素によって時間的関係を判断する
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基づく較正はできないのだが、未来時制を示すのによく使われる非現実相のアスペクト-法
標識（IRR）[Enfield 2007：9.1.4]、具体的には 1 行目の ຈະ や 2 行目の ຊິ によって「こ

れから」話す発話（歌詞）の内容が転換することが示される 8）。続いて 4 行目にある

ມື ້ ເຊົ ້ າ「今朝」という表現によって、ここからの内容が過去に属すること（つまり「時空内

的較正」が行われていること）が明示される。 
とはいえ、ここでも内容は現実を反映しているわけではない。そもそもこれを歌ってい

る Am 氏はそこまで詳しくカンティー氏の亡くなったときや儀礼の準備について知ってい

るわけではなかった。Am 氏へのインタビューによると、歌い手の雇い主（施主）はしば

しば歌い手は親戚や知人づてで探し、携帯電話に電話をしてギャラや人数を交渉するとい

う。雇い主は必ずしも歌い手と親しい間柄というわけではなく、観察した限り歌い手は追

善供養儀礼の会場に到着したときに施主や主な親族の名前を確認する。たとえば次の歌詞

も、Am 氏によると「いろいろな親族がいるだろうが一例として」挙げるような比喩表現

である。 

や２行目
の
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れから」話す発話（歌詞）の内容が転換することが示される 8）。続いて 4 行目にある

ມື ້ ເຊົ ້ າ「今朝」という表現によって、ここからの内容が過去に属すること（つまり「時空内

的較正」が行われていること）が明示される。 
とはいえ、ここでも内容は現実を反映しているわけではない。そもそもこれを歌ってい

る Am 氏はそこまで詳しくカンティー氏の亡くなったときや儀礼の準備について知ってい

るわけではなかった。Am 氏へのインタビューによると、歌い手の雇い主（施主）はしば

しば歌い手は親戚や知人づてで探し、携帯電話に電話をしてギャラや人数を交渉するとい
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善供養儀礼の会場に到着したときに施主や主な親族の名前を確認する。たとえば次の歌詞

も、Am 氏によると「いろいろな親族がいるだろうが一例として」挙げるような比喩表現

である。 

によって「これから」話す発話（歌詞）の内
容が転換することが示される８）。続いて４行目に
ある
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基づく較正はできないのだが、未来時制を示すのによく使われる非現実相のアスペクト-法
標識（IRR）[Enfield 2007：9.1.4]、具体的には 1 行目の ຈະ や 2 行目の ຊິ によって「こ

れから」話す発話（歌詞）の内容が転換することが示される 8）。続いて 4 行目にある

ມື ້ ເຊົ ້ າ「今朝」という表現によって、ここからの内容が過去に属すること（つまり「時空内

的較正」が行われていること）が明示される。 
とはいえ、ここでも内容は現実を反映しているわけではない。そもそもこれを歌ってい

る Am 氏はそこまで詳しくカンティー氏の亡くなったときや儀礼の準備について知ってい

るわけではなかった。Am 氏へのインタビューによると、歌い手の雇い主（施主）はしば

しば歌い手は親戚や知人づてで探し、携帯電話に電話をしてギャラや人数を交渉するとい

う。雇い主は必ずしも歌い手と親しい間柄というわけではなく、観察した限り歌い手は追

善供養儀礼の会場に到着したときに施主や主な親族の名前を確認する。たとえば次の歌詞

も、Am 氏によると「いろいろな親族がいるだろうが一例として」挙げるような比喩表現

である。 

「今朝」という表現によって、ここか
らの内容が過去に属すること（つまり「時空内的
較正」が行われていること）が明示される。
　とはいえ、ここでも内容は現実を反映している
わけではない。そもそもこれを歌っているAm氏
はそこまで詳しくカンティー氏の亡くなったとき
や儀礼の準備について知っているわけではなかっ

た。Am氏へのインタビューによると、歌い手の
雇い主（施主）はしばしば歌い手は親戚や知人づ
てで探し、携帯電話に電話をしてギャラや人数を
交渉するという。雇い主は必ずしも歌い手と親し
い間柄というわけではなく、観察した限り歌い手
は追善供養儀礼の会場に到着したときに施主や主
な親族の名前を確認する。たとえば歌詞例４も、
Am氏によると「いろいろな親族がいるだろうが
一例として」挙げるような比喩表現である。
　ここで歌われているのは、今回の儀礼がさまざ
まな親族の助けによって開かれたという事情であ
る。日本語訳を見ればわかるように、ここには
「南から……来て、２万キープを出して助けまし
た（
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ここで歌われているのは、今回の儀礼がさまざまな親族の助けによって開かれたという

事情である。日本語訳を見ればわかるように、ここには「南から……来て、2 万キープ を
出して助けました（ແຕ່ໃຕ້ເພ່ີນມາຊ່ວຍເງິ ນຊາວມີແລ້ວ）」と、「北の村から来て、10 万キ

ープを出して助けました（ແຕ່ບ້ານເໜືອເພ່ີນມາຊ່ວຍເງິ ນຮ້ອຍ）」という（若干厳密性には

欠ける）対句構造が見て取れる。こうした対句による列挙法は典型的な詩的機能を果たす

詩的表現である。ここまで明瞭ではないが、特に冒頭の Am のターンでは「亡くなった人

の話をする」といった意味の行が頻出する［梶丸 2016：28-32］。こうした詩的表現によ

って象徴的世界が指標されることによって、理念的（理想的）な追善供養儀礼のありよう

が歌の場にコンテクストとして持ち込まれることになる。 
Am に続いて Ba もこうした手続きを踏みつつ似たような歌を歌うのだが、そこではさ

らに、次のような歌が歌われていく。 

）」と、
「北の村から来て、10万キープを出して助けまし
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欠ける）対句構造が見て取れる。こうした対句による列挙法は典型的な詩的機能を果たす

詩的表現である。ここまで明瞭ではないが、特に冒頭の Am のターンでは「亡くなった人

の話をする」といった意味の行が頻出する［梶丸 2016：28-32］。こうした詩的表現によ

って象徴的世界が指標されることによって、理念的（理想的）な追善供養儀礼のありよう

が歌の場にコンテクストとして持ち込まれることになる。 
Am に続いて Ba もこうした手続きを踏みつつ似たような歌を歌うのだが、そこではさ

らに、次のような歌が歌われていく。 

）」と
いう（若干厳密性には欠ける）対句構造が見て取
れる。こうした対句による列挙法は典型的な詩的
機能を果たす詩的表現である。ここまで明瞭では
ないが、特に冒頭のAmのターンでは「亡くなっ
た人の話をする」といった意味の行が頻出する

［梶丸 2016：28-32］。こうした詩的表現によっ
て象徴的世界が指標されることで、理念的（理想
的）な追善供養儀礼のありようが歌の場にコンテ
クストとして持ち込まれることになる。
　Amに続いてBaもこうした手続きを踏みつつ似
たような歌を歌うのだが、そこではさらに、歌詞
例５のような歌が歌われていく。
　ここでは「天国の衛兵（
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ここでは「天国の衛兵（ຂານຟ້າ＝ຂານແຖນ）」、「空の上（ແນນ）」といった、直接経験

できない象徴的世界と結びつく語彙が使われている。「森に入ってピー（精霊）になる

（ເຂົ ້ າປ່າເປັນຜີ）」も同様である。ラオス一般に当てはまる通り、フアパン県でも上座部仏

教と精霊信仰の習合が見られるが 9)、この歌詞はそうした宗教的状況を前提的コンテクス

トとして指標している。なお 3 行目に「あなたの歳は 120 歳にはならないようです」とあ

るが、当然ながらカンティー氏の享年は 120 歳より若いと思われる。これは「通常よりは

長寿であったが、まだ亡くなって欲しくなかった」という、死は悼むべきであるという倫

理的規範と長寿はめでたいという価値観を同時に表現したものであると考えられる。 
以上見てきたように、冒頭部の儀礼に関する掛け合いでは最初に掛け合いの場が「今・

ここ」として指標されるものの、そこから離れた象徴性の高い領域が基本的に指標される

（コンテクスト化される）。ここで主に登場するのが、儀礼の準備や儀礼の対象者が亡く

なるときの様子という「今・ここ」に対して過去にある（と措定されている）トピックや、

「天国に行く」や「精霊になる」といった「ここ」ではないどこかを指標するトピックで

ある。前者は経験可能という点で図 1 の「経験世界」に属するが、後者は経験不可能であ

るため「象徴的意味体系」の層に近いと言えるだろう。 
後半に見られる儀礼に関する掛け合いでは以上論じた内容と同じようなことも歌われる

が、さらに「天国への道行き」と呼べる内容についても歌われていく。 

）」、	
「空の上（

12 
 

 
ここでは「天国の衛兵（ຂານຟ້າ＝ຂານແຖນ）」、「空の上（ແນນ）」といった、直接経験

できない象徴的世界と結びつく語彙が使われている。「森に入ってピー（精霊）になる

（ເຂົ ້ າປ່າເປັນຜີ）」も同様である。ラオス一般に当てはまる通り、フアパン県でも上座部仏

教と精霊信仰の習合が見られるが 9)、この歌詞はそうした宗教的状況を前提的コンテクス

トとして指標している。なお 3 行目に「あなたの歳は 120 歳にはならないようです」とあ

るが、当然ながらカンティー氏の享年は 120 歳より若いと思われる。これは「通常よりは

長寿であったが、まだ亡くなって欲しくなかった」という、死は悼むべきであるという倫

理的規範と長寿はめでたいという価値観を同時に表現したものであると考えられる。 
以上見てきたように、冒頭部の儀礼に関する掛け合いでは最初に掛け合いの場が「今・

ここ」として指標されるものの、そこから離れた象徴性の高い領域が基本的に指標される

（コンテクスト化される）。ここで主に登場するのが、儀礼の準備や儀礼の対象者が亡く

なるときの様子という「今・ここ」に対して過去にある（と措定されている）トピックや、

「天国に行く」や「精霊になる」といった「ここ」ではないどこかを指標するトピックで

ある。前者は経験可能という点で図 1 の「経験世界」に属するが、後者は経験不可能であ

るため「象徴的意味体系」の層に近いと言えるだろう。 
後半に見られる儀礼に関する掛け合いでは以上論じた内容と同じようなことも歌われる

が、さらに「天国への道行き」と呼べる内容についても歌われていく。 

）」といった、直接経験できない
象徴的世界と結びつく語彙が使われている。「森
に入ってピー（精霊）になる（

12 
 

 
ここでは「天国の衛兵（ຂານຟ້າ＝ຂານແຖນ）」、「空の上（ແນນ）」といった、直接経験

できない象徴的世界と結びつく語彙が使われている。「森に入ってピー（精霊）になる

（ເຂົ ້ າປ່າເປັນຜີ）」も同様である。ラオス一般に当てはまる通り、フアパン県でも上座部仏

教と精霊信仰の習合が見られるが 9)、この歌詞はそうした宗教的状況を前提的コンテクス

トとして指標している。なお 3 行目に「あなたの歳は 120 歳にはならないようです」とあ

るが、当然ながらカンティー氏の享年は 120 歳より若いと思われる。これは「通常よりは

長寿であったが、まだ亡くなって欲しくなかった」という、死は悼むべきであるという倫

理的規範と長寿はめでたいという価値観を同時に表現したものであると考えられる。 
以上見てきたように、冒頭部の儀礼に関する掛け合いでは最初に掛け合いの場が「今・

ここ」として指標されるものの、そこから離れた象徴性の高い領域が基本的に指標される

（コンテクスト化される）。ここで主に登場するのが、儀礼の準備や儀礼の対象者が亡く

なるときの様子という「今・ここ」に対して過去にある（と措定されている）トピックや、

「天国に行く」や「精霊になる」といった「ここ」ではないどこかを指標するトピックで

ある。前者は経験可能という点で図 1 の「経験世界」に属するが、後者は経験不可能であ

るため「象徴的意味体系」の層に近いと言えるだろう。 
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が、さらに「天国への道行き」と呼べる内容についても歌われていく。 

）」
も同様である。ラオス一般に当てはまる通り、フ
アパン県でも上座部仏教と精霊信仰の習合が見ら
れるが９）、この歌詞はそうした宗教的状況を前提
的コンテクストとして指標している。なお３行目
に「あなたの歳は120歳にはならないようです」と
あるが、当然ながらカンティー氏の享年は120歳
より若いと思われる。これは「通常よりは長寿で
あったが、まだ亡くなって欲しくなかった」とい
う、死は悼むべきであるという倫理的規範と長寿
はめでたいという価値観を同時に表現したもので
あると考えられる。
　以上見てきたように、冒頭部の儀礼に関する掛
け合いでは最初に掛け合いの場が「今・ここ」とし
て指標されるものの、そこから離れた象徴性の高
い領域が基本的に指標される（コンテクスト化さ
れる）。ここで主に登場するのが、儀礼の準備や
儀礼の対象者が亡くなるときの様子という「今・
ここ」に対して過去にある（と措定されている）

トピックや、「天国に行く」や「精霊になる」と
いった「ここ」ではないどこかを指標するトピッ
クである。前者は経験可能という点で図１の「経
験世界」に属するが、後者は経験不可能であるた
め「象徴的意味体系」の層に近いと言えるだろう。
　後半に見られる儀礼に関する掛け合いでは以上
論じた内容と同じようなことも歌われるが、さら
に「天国への道行き」と呼べる内容についても歌
われていく（歌詞例６）。
　ところが歌詞例６のような歌詞から一直線に天
国への道行きが歌われるわけではなく、この儀礼
の場でカンティー氏にさまざまな食べ物が与えら
れもてなされる様子についても歌われる（歌詞
例７）。
　２行目の「金のように美しいもの」と訳した

13 
 

 
ところが歌詞例 6 のような歌詞から一直線に天国への道行きが歌われるわけではなく、

この儀礼の場でカンティー氏にさまざまな食べ物が与えられもてなされる様子についても

歌われる。 

 
2 行目の「金のように美しいもの」と訳した ຫວາຄໍ າ は歌っている Am 氏も具体的にど

のようなものかは知らないとのことであった。1 行目の「宝石の箸」という表現も「大げ

さに言う。汚いことは言わない」という規範があるという。よってここでの表現は具体的

な経験世界を単に指標しているというより、象徴的意味体系に属する価値観や規範を同時

に指標している。 
さまざまな食事や供物に言及されたあと、この場にいるとされる魂が天国に向かう様子

が歌われていくことになる。 

は歌っているAm氏も具体的にどのよう
なものかは知らないとのことであった。１行目の
「宝石の箸」という表現も「大げさに言う。汚いこ
とは言わない」という規範があるという。よって
ここでの表現は具体的な経験世界を単に指標して
いるというより、象徴的意味体系に属する価値観
や規範を同時に指標している。
　さまざまな食事や供物に言及されたあと、この
場にいるとされる魂が天国に向かう様子が歌われ
ていくことになる。
　天国への道行きではここに引用した箇所以外で
「チット山」や「チャン山」といった、天国にあ
る山も言及されていくが、歌詞例８に示したよう
に対句で「ベトナムの国境」「ラオスの国境」へ
の言及も行われる。この歌が歌われたフアパン県
はベトナムと長く国境を接している県であり、そ
の県庁所在地であるサムヌアは頻繁にベトナム
語表記の看板が見られ、ベトナム人も多い。こ
うした表現がさらに「天国の道（
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 天国への道行きではここに引用した箇所以外で「チット山」や「チャン山」といった、

天国にある山も言及されていくが、歌詞例 8 に示したように対句で「ベトナムの国境」

「ラオスの国境」への言及も行われる。この歌が歌われたフアパン県はベトナムと長く国

境を接している県であり、その県庁所在地であるサムヌアは頻繁にベトナム語表記の看板

が見られ、ベトナム人も多い。こうした表現がさらに「天国の道（ທາງນອກຟ້າ、直訳す

ると「外の空の道」）」や「天国の王様（ພະຍາແຖນ）」といった経験不可能な彼岸を指す

象徴性の高い表現と繋げられる。これによって実現される事態は、Ⅱ-1 で述べたシルヴァ

スティン的な、超時空的較正や指標的類像によって象徴的世界が「今・ここ」に現出する

［cf. 浅井 2017］といったものではない。むしろ象徴的世界が「今・ここ」と地理的・観

念的に繋がった世界であることが示されることになる。こうしたことは、浅井［2017］が

扱ったフィジー語のような言語とは異なり、ラオ語に一貫して時制や証拠性を示す体系だ

ったシステムがなく、経験可能な世界と象徴的世界（経験不可能な世界）を必ずしも区別

しなくてよいことによって容易になっていると考えられる 11)。紙幅の都合で引用はしない

が、本稿で見ている掛け合いにおいて、天国の世界は「現世と違い農作業をすることなく

自然に稲は実り桑の木が育つ場所」であり、「そこの水を飲み衣服を着替えると現世のこ

とは忘れてしまう」といった内容が歌われている。天国はこのように「生活はおおむね現

世と同じようなものだが、現世とさまざまな点で断絶した場所」として描写されるのだが、

それでも天国に至る道は現世から連続的に伸びているのである。 
 
２ カップ・トーニェー 
 儀礼に関する掛け合いでは歌がどちらかというと歌い手の場の外、聴衆やその場にいる

、	
直訳すると「外の空の道」）」や「天国の王様
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自然に稲は実り桑の木が育つ場所」であり、「そこの水を飲み衣服を着替えると現世のこ

とは忘れてしまう」といった内容が歌われている。天国はこのように「生活はおおむね現

世と同じようなものだが、現世とさまざまな点で断絶した場所」として描写されるのだが、

それでも天国に至る道は現世から連続的に伸びているのである。 
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 儀礼に関する掛け合いでは歌がどちらかというと歌い手の場の外、聴衆やその場にいる

）」といった経験不可能な彼岸を指
す象徴性の高い表現と繋げられる。これによっ
て実現される事態は、Ⅱ-１で述べたシルヴァス
ティン的な、超時空的較正や指標的類像によって
象徴的世界が「今・ここ」に現出する［cf. 浅井 
2017］といったものではない。むしろ象徴的世界
が「今・ここ」と地理的・観念的に繋がった世界
であることが示されることになる。こうしたこと

は、浅井［2017］が扱ったフィジー語のような言
語とは異なり、ラオ語に一貫して時制や証拠性を
示す体系だったシステムがなく、経験可能な世界
と象徴的世界（経験不可能な世界）を必ずしも区
別しなくてよいことによって容易になっていると
考えられる11）。紙幅の都合で引用はしないが、本
稿で見ている掛け合いにおいて、天国の世界は
「現世と違い農作業をすることなく自然に稲は実

10）。
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り桑の木が育つ場所」であり、「そこの水を飲み
衣服を着替えると現世のことは忘れてしまう」と
いった内容が歌われている。天国はこのように

「生活はおおむね現世と同じようなものだが、現
世とさまざまな点で断絶した場所」として描写さ
れるのだが、それでも天国に至る道は現世から連
続的に伸びているのである。

２　カップ・トーニェー
　儀礼に関する掛け合いでは歌がどちらかという
と歌い手の場の外、聴衆やその場にいるとされる
祖先の霊に向けられる［cf. 梶丸 2019］。これに
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合いにおいてかなり離れて歌われているのでわかりにくいが、相手の歌詞を反復する（類

像性の高い表現を連辞軸上に投射する）ことで相手のターンを類像的に指標している。カ

ップ・トーニェーではこうした表現が儀礼に関する掛け合いと比較して卓越している。別

稿［梶丸 2016, 2019］で指摘したように、この疑似恋愛遊びでは、男女の歌い手がそれ

ぞれ聴衆や祖先の霊（カンティー氏）に歌いかける構造から、歌い手同士が互いに歌を掛

け合うのを聴衆が楽しむという構造に変化している。カップ・トーニェーの掛け合いは、

歌い手同士のやりとりが客席とは存在論的に異なる、そこで完結した世界を生み出してい

る。オペラのような西洋的な劇場における演劇を美学的に考察した佐々木はこうした舞台

上のやりとりを「内世界的コミュニケーション」［佐々木 1994：26-27］と呼んでいる。
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れはたとえば、演劇における役者のセリフがあく
まで舞台上のことであって現実の役者の私生活と
無関係であると理解されるような事態を指してい
る。カップ・トーニェーのやりとりにおいても、
こうしたコミュニケーション構造が垣間見えるこ
とがある（歌詞例10）。
　ここにある「本当のことを言うのではありませ
ん（
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 ここにある「本当のことを言うのではありません（ບໍ່ … ຮ້າງ）」は Am 氏によると「冗

談（＝トーニェー）を言うだけです」という意味である。この婉曲的なフレーム言及

［Goffman 1986］によって、「これは遊びである」ということが掛け合いのなかで明示さ

れる。そして「妹（ນ້ອງ）」すなわちこの歌詞の歌い手である Ai 氏は「かつて（これまで）

（ແຕ່ກ້ີ）」追善供養儀礼を「楽しくして（ໃຫ້ມ່ວນ）」きたと歌われる。これは過去を指標

しそれを「今・ここ」に繋げることによって、「妹」はこの場を「楽しく」しようとして

いるのだ、ということを示している。よってこの歌詞によっても Ai 氏がこの場を遊戯と

してフレーミングしていることがわかる。遊戯とは「今・ここ」を日常とは異なる場とし

て枠取り、一定のルールを参与者に課して、それ自体を目的としてやりとりを楽しむ行為

である［ホイジンガ 1973；カイヨワ 1973；梶丸 2013］12)。なおカップ・トーニェーの

やりとりの構造自体も「儀礼に関する掛け合い」よりも遊戯性が高いものとなっている

［梶丸 2019］。 
 以上から、カップ・トーニェーはまさに劇場における演劇のように、男女の役者＝歌い

手が、（目には見えなくとも）言葉と規範によって枠取られた「舞台」で内世界的コミュ

ニケーションを行い、それを聴衆が楽しむという構造になっている。だが佐々木［1994］
が検討した演劇とは異なる要素がある。それがおひねりと聴衆への言祝ぎである。 
 
３ 聴衆への言祝ぎ 
 写真 1 で示したように、カップ・サムヌアは大勢の聴衆を前にして歌われる。歌い手は

儀礼用の飾りや杯を囲むような形で座り、その周りを聴衆が取り囲むように座るが、歌い

手の領域と聴衆の領域は必ずしも明確に分かれているわけではない。歌っていない間に主
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しそれを「今・ここ」に繋げることによって、「妹」
はこの場を「楽しく」しようとしているのだ、と
いうことを示している。よってこの歌詞によって
もAi氏がこの場を遊戯としてフレーミングしてい
ることがわかる。遊戯とは「今・ここ」を日常と
は異なる場として枠取り、一定のルールを参与者
に課して、それ自体を目的としてやりとりを楽し
む行為である［ホイジンガ 1973；カイヨワ1973；
梶丸 2013］12）。なおカップ・トーニェーのやりと
りの構造自体も「儀礼に関する掛け合い」よりも
遊戯性が高いものとなっている［梶丸 2019］。
　以上から、カップ・トーニェーはまさに劇場
における演劇のように、男女の役者＝歌い手が、

（目には見えなくとも）言葉と規範によって枠取
られた「舞台」で内世界的コミュニケーションを

行い、それを聴衆が楽しむという構造になってい
る。だが佐々木［1994］が検討した演劇とは異な
る要素がある。それがおひねりと聴衆への言祝ぎ
である。

３　聴衆への言祝ぎ
　写真１で示したように、カップ・サムヌアは大
勢の聴衆を前にして歌われる。歌い手は儀礼用の
飾りや杯を囲むような形で座り、その周りを聴衆
が取り囲むように座るが、歌い手の領域と聴衆の
領域は必ずしも明確に分かれているわけではない。
歌っていない間に主催者や聴衆から酒がまわされ
てくることもあるし、場合によっておひねりが杯
に投入されたりする。そして、おひねりの出し手
の名前が書かれた紙が歌い手にまわされてきたり
耳打ちされたりする。特にカップ・トーニェーが
行われているときにおひねりが来ることが多い。
すると、歌い手は掛け合いに関する歌詞を歌って
いたのをやめ、聴衆への言祝ぎを始める。旋律も
変わらず一息入れることもなく、ターン内でシー
ムレスに言祝ぎに移行するため、歌詞を聞き取れ
ていないと言祝ぎに入ったとはわからないのであ
るが、歌詞例11のように、歌詞が聞き取れてい
ればおひねりの出し手への言祝ぎが始まったこと
が明確にわかる。
　１行目の「米と一緒のよう（
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るため、歌詞を聞き取れていないと言祝ぎに入ったとはわからないのであるが、次のよう

に、歌詞が聞き取れていればおひねりの出し手への言祝ぎが始まったことが明確にわかる。 

 
 1 行目の「米と一緒のよう（ຄື ຊິ ເປັນກັບເຂົ ້ າ）」とは「主食である米のようにいつも一緒）」

とは「主食である米のようにいつも一緒にいて
ほしい」という意味の比喩である。２行目も
明らかにカップ・トーニェーの歌詞である。そ
れが「ここに来て（
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にいてほしい」という意味の比喩である。2 行目も明らかにカップ・トーニェーの歌詞で

ある。それが「ここに来て（ມາຮອດນີ ້ ）」によって切断される。ここで言及されている

「ここ」はまさにこの歌詞を歌っている「今・ここ」を指している。そして「チャイペッ

ト兄に感謝します（ຂອບໃຈນໍ າອ້າຍໄຈເພັດ）」と続けられることによって、「ここ」からは

「チャイペット兄」に対する言祝ぎであるということが明らかにされる 13)。これは同時に、

歌詞が聴衆の席にいる「チャイペット兄」をコンテクストとして指標し、コミュニケーシ

ョンの構造を前節で述べた「内世界的コミュニケーション」から一時的に変更する行為と

もなっている。 
 この歌詞の後に歌われるのは「兄」がお金を寄付してくれたので「祝福を差し上げる

（ອວຍພອນໃຫ້）」という説明である。ここでは実際の金額が言及されているわけではない。

現在のインフレが進んだラオスにおいて「百キープ」という単位は存在しない（最小額が

500 キープ紙幣）。よってこの歌詞は 1990 年代後半のアジア通貨危機をきっかけとする急
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と列挙することでおひねりの気前良さを強調するための定型句となっていると考えられる。 
 こうした導入部分に続いて、言祝ぎにおいては本人や子孫が栄達し裕福になるであろう

ということが歌われる。 

 
 Am 氏によるとこうした歌詞は「こういうことは実際ありえないが、「発展

（phatthanaa）」をあらわすものであり、「楽しくにぎやか（muan）」なので言うという。

つまりここで歌われるのは「かくあれかし」という内容であり、それを明瞭な対句や列挙

法を用いて詩的に構成することによって、現実から離れた象徴的世界を指標することでそ
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　以上、追善供養儀礼におけるカップ・サムヌア
の各場面における歌詞を、主に指標性／象徴性の
観点から分析した。儀礼に関する掛け合いでは指
標性の高い言及指示が最初に行われていた。だが
そこから基本的には現実の場を起点に、詩的表現

を用いつつ象徴的世界を指標し、理念的な追善供
養儀礼のプロセスをパフォーマティヴにコンテク
スト化する歌が歌われていた。とはいえ天国への
道行きの部分に見られたように、あくまで「今・
ここ」と地理的・観念的に繋がった（連続的な）
世界として象徴的世界が表現されていた。これは、
Ⅱ-１で説明したシルヴァスティンの「時空内的
較正」が（シルヴァスティンの図式によれば「超
時空的較正」が行われるはずの）象徴的領域にお
いても起こり得るということを示している。また、
ここでの較正は時制や証拠性を示す一貫した文法
的システムによって行われているわけではない。
以上から、そうしたシステムが存在することを前
提としたシルヴァスティンの理論が、前提が共有
されない言語においてやや修正を迫られることも、
本稿で行った儀礼に関する掛け合いの分析は示し
ている。
　儀礼に関する掛け合いでは男女の歌い手が互い
に順番に聴衆や祖先の霊に向けて歌うようになっ
ていたのに対し、カップ・トーニェー（男女の疑似
恋愛遊びの掛け合い）では歌い手同士が互いに向
けて歌を掛け合う形式に変化していた。そしてこ
こではフレーム言及から明らかなように、現実と
は切り離された「内世界的コミュニケーション」
として歌が交わされていた。そして聴衆がそれを
存在論的に異なる立場から楽しんでいた。
　以上の掛け合いのなかに挿入される形で歌われ
る聴衆への言祝ぎでは、個人名や「ここ」といっ
た、まさに「今・ここ」に直近の対象を指し示す
指標性の高い表現が行われ、コミュニケーション
構造が一時的に変更されていた。その上で「南側
の軒からは塩がざくざく落ちてきます」といった
非現実的な「かくあれかし」という内容を歌い、
儀礼に関する掛け合いと同じように象徴的世界を
「今・ここ」に繋げるパフォーマティヴな歌詞が
歌われていた。
　また、列挙法や対句といった詩的表現が掛け
合いのなかで使われていることも明らかとなっ
た。こうしたものを含めたスタイルが掛け合いの
なかで反復され、詩的機能を発揮していく。カッ
プ・サムヌアではこれ以外にも
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なった。こうしたものを含めたスタイルが掛け合いのなかで反復され、詩的機能を発揮し

ていく。カップ・サムヌアではこれ以外にも ໂອນໍ （ʔoonɔɔ）や ອັນວ່າ（anwaa）などとい

った特に意味のない掛け声的な音節（襯詞）や定型的な旋律 14)なども繰り返される。こう

した反復される一定の音響と呼べる要素が、カップ・サムヌアのスタイルを構成する。 
詩的機能の概念を打ち出したヤコブソンは詩的韻律を音形ではなく純粋に言語学的な観

点から分析することの重要性を説いているが［Jakobson 1960：365］、ハイムズは現実の

出来事を構成するパフォーマンスの総体を理解するためには、音楽や抑揚などといった、

語りの音としての側面も取り上げる必要があることを主張している［Hymes 1981：63］。
とはいえハイムズも実際には語りや歌の音的側面をさほど取り上げているわけではない。

本稿の事例において見られた上述の「反復される一定の音響」は、こうした語りや歌の音

的側面における反復であり、ハイムズの主張を裏付けるものとなっていると言える。 
そしてハンクスが言うように「スタイル上の特徴はしばしば特定の談話ジャンルを指標

し、異なる解釈の方法を暗示する」［Hanks 1996：185］。本稿の事例においては、「一定

の音響」がカップ・サムヌアの指標性／象徴性を支え、歌をどのように解釈すべきか、ど

のように場に位置付けるべきかを聴衆や歌い手たちに示すことになる。特に旋律や、歌詞

例では間投詞（INTJ）とした特に語彙的意味のない音節が、掛け合いがカップ・サムヌア

（ʔoonɔɔ）や
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注
１）これは単に分析対象となっている会話場面にあ
まり関わっていないから、またあまり象徴的世界
に関心が向いていないから、という理由もあろう。
たとえば菅原は編著の序論において「文化が作動す
る動態を身体化された実践に注目して分析するこ
とこそもっとも興味ぶかい方向」［菅原 2013：３］
と述べている。

２）英米圏においてvoiceは「文化的また歴史的に特
殊なモーメントによって形作られた音的、物質的、
文学的実践であるとともに、個人的なエイジェン
シーや文化的権威、政治的な力についての言説を
喚起するカテゴリー」［Weidman 2014：38］として
扱われてきた。本稿における「声」概念もこの系譜
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に連なっている。よって単純な音声としての声と
区別するために本稿ではカギ括弧をつけることと
する。

３）ありうる分類の組み合わせと具体例については
Atkin［2013］にわかりやすいまとめがある。本稿
ではパースの体系全体が問題になるわけではない
ので、本稿ではこれ以上詳述しない。なおパース
にとってすべての思想は記号であり、ひいては人
間も記号であったが［米盛 1981：５］、パース記
号論の枠組み自体は人間以外にも適用できる。言
語人類学者のコックルマンはパースの枠組みを発
展させつつ生物一般や機械と環境との相互作用
をも視野に入れた記号過程について論じている
［Kockelman 2011］。
４）カップ・サムヌアについては梶丸［2016］により
包括的な解説を示した。

５）ケーンはラオスの象徴としても扱われる、笙の仲
間の伝統楽器である。なお歌の掛け合いは儀礼に
必須というわけではない。施主に十分な資金がな
ければ、カセットテープの録音などで済まされる
ことも多いようである［梶丸 2019］。

６）歌詞の日本語訳については、逐語的注釈に合わせ
て梶丸［2016］から一部若干の修正を加えている。
なおカップラムの詩形についてはこれまで主に南
部のラム（特にラム・シーパンドン）を中心に研究
があり、そこでは四行詩「コーンアーン」の構造
が基本になっていること、さまざまな押韻が見ら
れることなどが指摘されているが［Chapman	2002， 
2003；Compton 1979］、カップ・サムヌアにおいて
これらがどれほど当てはまるかはまだ十分検証で
きていない。少なくとも筆者による歌い手たちへ
のインタビューでは詩的技法について質問しても
あまり具体的な説明を聞くことができなかったの
で、歌い手たちにとって詩的技法はあまり意識さ
れていない可能性がある。ともあれ、本稿の分析
は詩的技法の分析としてはまだ試行的段階である
点を断っておきたい。

７）前述の通り書き起こしはインフォーマント（基本
的にAm氏およびその家族）とラオ文字で行い、意

味を逐語的に確認した上で日本語に翻訳した。実
際の歌唱はラオ語のサムヌア方言で行われている
が、サムヌア方言の音韻研究はまだほとんど行わ
れていない。ラオ文字一覧表およびラオス語基礎
語彙表［鈴木 2003］のNo.１～359の発音をAm氏に
確認したところ、表１のような特徴が観察された。

　　他にも/ɔ：/→［ua］と取れそうな変化も見受け
られた。これらの特徴はかなり一貫しているよう
に思われるとはいえ、さらに音声学的に詳細な検
討を加えていくことが必要である。そこで本稿の
歌詞例における発音表記については可読性も考慮
して、標準的なラオ語とされているヴィエンチャ
ン方言に依拠するラオ語の一般的な教科書［鈴木 
2010］に従った。なおラオ語のヴィエンチャン方言
に依拠した記述文法［Enfield 2007］にはアルファ
ベットによる発音表記が提案されているが、ほと
んど通用していない。

　　なお、品詞の略称はEnfield［2007］に準拠してい
る。具体的には以下の通りである。

　　CLF：類別詞、COP：コピュラ、INTJ：間投詞、
IRR：非現実相、NEG：否定、PRF：完了相、１
SG.P：一人称単数・丁寧、１SG.FA：一人称単数・
親密、２SG.P：二人称単数・丁寧、３SG.P：三人称
単数・丁寧

　　声調についても方言差があり、こちらも正確に
提示するためには音声学的分析が必要である。と
はいえ声調についてはひとまず本稿の内容とは関
係ないため省略した。サムヌア方言の音声学的分
析については今後の課題としたい。

８）「非現実相」とはいえ必ずしも神話的な無時間的
時制と関わる表現ではない点は留意しておく必要
がある。

９）ラオスにおける仏教と精霊信仰の習合は地域に
よって違いがあるが、小田島［2010］の一般的な解
説がフアパンにもある程度当てはまると思われる。

10）オン、チェーム、ネームはどれもソーセージの蒸
し焼き料理の名前である。

11）証拠性とは法やモダリティに含まれる、発話など
の言語表現の情報源がどのようなものかを示す文

表１　サムヌア方言の特徴

ラオ文字 標準的発音 Am氏の発音 備　　考

21 
 

3) ありうる分類の組み合わせと具体例については Atkin［2013］にわかりやすいまとめが

ある。本稿ではパースの体系全体が問題になるわけではないので、本稿ではこれ以上詳

述しない。なおパースにとってすべての思想は記号であり、ひいては人間も記号であっ

たが［米盛 1981：5］、パース記号論の枠組み自体は人間以外にも適用できる。言語人

類学者のコックルマンはパースの枠組みを発展させつつ生物一般や機械と環境との相互

作用をも視野に入れた記号過程について論じている［Kockelman 2011］。 
4) カップ・サムヌアについては梶丸［2016］により包括的な解説を示した。 
5）ケーンはラオスの象徴としても扱われる、笙の仲間の伝統楽器である。なお歌の掛け

合いは儀礼に必須というわけではない。施主に十分な資金がなければ、カセットテープ

の録音などで済まされることも多いようである［梶丸 2019］。 
6) 歌詞の日本語訳については、逐語的注釈に合わせて梶丸［2016］から一部若干の修正

を加えている。なおカップラムの詩形についてはこれまで主に南部のラム（特にラム・

シーパンドン）を中心に研究があり、そこでは四行詩「コーンアーン」の構造が基本に

なっていること、さまざまな押韻が見られることなどが指摘されているが［Chapman 
2002, 2003；Compton 1979］、カップ・サムヌアにおいてこれらがどれほど当てはま

るかはまだ十分検証できていない。少なくとも筆者による歌い手たちへのインタビュー

では詩的技法について質問してもあまり具体的な説明を聞くことができなかったので、

歌い手たちにとって詩的技法はあまり意識されていない可能性がある。ともあれ、本稿

の分析は詩的技法の分析としてはまだ試行的段階である点を断っておきたい。 
7) 前述の通り書き起こしはインフォーマント（基本的に Am 氏およびその家族）とラオ

文字で行い、意味を逐語的に確認した上で日本語に翻訳した。実際の歌唱はラオ語のサ

ムヌア方言で行われているが、サムヌア方言の音韻研究はまだほとんど行われていない。

ラオ文字一覧表およびラオス語基礎語彙表［鈴木 2003］の No.1～359 の発音を Am
氏に確認したところ、表 1 のような特徴が観察された。 

 
 表 1 サムヌア方言の特徴 

ラオ文字 標準的発音 Am 氏の発音 備考 
ຂ、ຄ /kh/ [kh~x] 時折[x]へのゆれを観察 
ດ /d/ [d~l] [d]→[l]へのゆれはあるが、逆はない 
ຝ、ຟ /f/ [f~ph] 時折[ph]へのゆれ 
ພ /ph/ [ph~f] 時折[f]へのゆれ 
ໃ /ay/ [ɯ:] ほぼ[ɯ:]に変化。なお ໄは[ay]のまま 

 
他にも/ɔ:/→[ua]と取れそうな変化も見受けられた。これらの特徴はかなり一貫している

ように思われるとはいえ、さらに音声学的に詳細な検討を加えていくことが必要である。

そこで本稿の歌詞例における発音表記については可読性も考慮して、標準的なラオ語と

されているヴィエンチャン方言に依拠するラオ語の一般的な教科書［鈴木 2010］に従

った。なおラオ語のヴィエンチャン方言に依拠した記述文法［Enfield 2007］にはアル

ファベットによる発音表記が提案されているが、ほとんど通用していない。 

、

21 
 

3) ありうる分類の組み合わせと具体例については Atkin［2013］にわかりやすいまとめが

ある。本稿ではパースの体系全体が問題になるわけではないので、本稿ではこれ以上詳

述しない。なおパースにとってすべての思想は記号であり、ひいては人間も記号であっ

たが［米盛 1981：5］、パース記号論の枠組み自体は人間以外にも適用できる。言語人

類学者のコックルマンはパースの枠組みを発展させつつ生物一般や機械と環境との相互

作用をも視野に入れた記号過程について論じている［Kockelman 2011］。 
4) カップ・サムヌアについては梶丸［2016］により包括的な解説を示した。 
5）ケーンはラオスの象徴としても扱われる、笙の仲間の伝統楽器である。なお歌の掛け

合いは儀礼に必須というわけではない。施主に十分な資金がなければ、カセットテープ

の録音などで済まされることも多いようである［梶丸 2019］。 
6) 歌詞の日本語訳については、逐語的注釈に合わせて梶丸［2016］から一部若干の修正

を加えている。なおカップラムの詩形についてはこれまで主に南部のラム（特にラム・

シーパンドン）を中心に研究があり、そこでは四行詩「コーンアーン」の構造が基本に

なっていること、さまざまな押韻が見られることなどが指摘されているが［Chapman 
2002, 2003；Compton 1979］、カップ・サムヌアにおいてこれらがどれほど当てはま

るかはまだ十分検証できていない。少なくとも筆者による歌い手たちへのインタビュー

では詩的技法について質問してもあまり具体的な説明を聞くことができなかったので、

歌い手たちにとって詩的技法はあまり意識されていない可能性がある。ともあれ、本稿

の分析は詩的技法の分析としてはまだ試行的段階である点を断っておきたい。 
7) 前述の通り書き起こしはインフォーマント（基本的に Am 氏およびその家族）とラオ

文字で行い、意味を逐語的に確認した上で日本語に翻訳した。実際の歌唱はラオ語のサ

ムヌア方言で行われているが、サムヌア方言の音韻研究はまだほとんど行われていない。

ラオ文字一覧表およびラオス語基礎語彙表［鈴木 2003］の No.1～359 の発音を Am
氏に確認したところ、表 1 のような特徴が観察された。 

 
 表 1 サムヌア方言の特徴 

ラオ文字 標準的発音 Am 氏の発音 備考 
ຂ、ຄ /kh/ [kh~x] 時折[x]へのゆれを観察 
ດ /d/ [d~l] [d]→[l]へのゆれはあるが、逆はない 
ຝ、ຟ /f/ [f~ph] 時折[ph]へのゆれ 
ພ /ph/ [ph~f] 時折[f]へのゆれ 
ໃ /ay/ [ɯ:] ほぼ[ɯ:]に変化。なお ໄは[ay]のまま 

 
他にも/ɔ:/→[ua]と取れそうな変化も見受けられた。これらの特徴はかなり一貫している

ように思われるとはいえ、さらに音声学的に詳細な検討を加えていくことが必要である。

そこで本稿の歌詞例における発音表記については可読性も考慮して、標準的なラオ語と

されているヴィエンチャン方言に依拠するラオ語の一般的な教科書［鈴木 2010］に従

った。なおラオ語のヴィエンチャン方言に依拠した記述文法［Enfield 2007］にはアル

ファベットによる発音表記が提案されているが、ほとんど通用していない。 

/kh/ [kh~x] 時折[x]へのゆれを観察

21 
 

3) ありうる分類の組み合わせと具体例については Atkin［2013］にわかりやすいまとめが

ある。本稿ではパースの体系全体が問題になるわけではないので、本稿ではこれ以上詳

述しない。なおパースにとってすべての思想は記号であり、ひいては人間も記号であっ

たが［米盛 1981：5］、パース記号論の枠組み自体は人間以外にも適用できる。言語人

類学者のコックルマンはパースの枠組みを発展させつつ生物一般や機械と環境との相互

作用をも視野に入れた記号過程について論じている［Kockelman 2011］。 
4) カップ・サムヌアについては梶丸［2016］により包括的な解説を示した。 
5）ケーンはラオスの象徴としても扱われる、笙の仲間の伝統楽器である。なお歌の掛け

合いは儀礼に必須というわけではない。施主に十分な資金がなければ、カセットテープ

の録音などで済まされることも多いようである［梶丸 2019］。 
6) 歌詞の日本語訳については、逐語的注釈に合わせて梶丸［2016］から一部若干の修正

を加えている。なおカップラムの詩形についてはこれまで主に南部のラム（特にラム・

シーパンドン）を中心に研究があり、そこでは四行詩「コーンアーン」の構造が基本に

なっていること、さまざまな押韻が見られることなどが指摘されているが［Chapman 
2002, 2003；Compton 1979］、カップ・サムヌアにおいてこれらがどれほど当てはま

るかはまだ十分検証できていない。少なくとも筆者による歌い手たちへのインタビュー

では詩的技法について質問してもあまり具体的な説明を聞くことができなかったので、

歌い手たちにとって詩的技法はあまり意識されていない可能性がある。ともあれ、本稿

の分析は詩的技法の分析としてはまだ試行的段階である点を断っておきたい。 
7) 前述の通り書き起こしはインフォーマント（基本的に Am 氏およびその家族）とラオ

文字で行い、意味を逐語的に確認した上で日本語に翻訳した。実際の歌唱はラオ語のサ

ムヌア方言で行われているが、サムヌア方言の音韻研究はまだほとんど行われていない。

ラオ文字一覧表およびラオス語基礎語彙表［鈴木 2003］の No.1～359 の発音を Am
氏に確認したところ、表 1 のような特徴が観察された。 

 
 表 1 サムヌア方言の特徴 

ラオ文字 標準的発音 Am 氏の発音 備考 
ຂ、ຄ /kh/ [kh~x] 時折[x]へのゆれを観察 
ດ /d/ [d~l] [d]→[l]へのゆれはあるが、逆はない 
ຝ、ຟ /f/ [f~ph] 時折[ph]へのゆれ 
ພ /ph/ [ph~f] 時折[f]へのゆれ 
ໃ /ay/ [ɯ:] ほぼ[ɯ:]に変化。なお ໄは[ay]のまま 

 
他にも/ɔ:/→[ua]と取れそうな変化も見受けられた。これらの特徴はかなり一貫している

ように思われるとはいえ、さらに音声学的に詳細な検討を加えていくことが必要である。

そこで本稿の歌詞例における発音表記については可読性も考慮して、標準的なラオ語と

されているヴィエンチャン方言に依拠するラオ語の一般的な教科書［鈴木 2010］に従

った。なおラオ語のヴィエンチャン方言に依拠した記述文法［Enfield 2007］にはアル

ファベットによる発音表記が提案されているが、ほとんど通用していない。 

/d/ [d~l] [d]→[l]へのゆれはあるが、逆はない
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3) ありうる分類の組み合わせと具体例については Atkin［2013］にわかりやすいまとめが

ある。本稿ではパースの体系全体が問題になるわけではないので、本稿ではこれ以上詳

述しない。なおパースにとってすべての思想は記号であり、ひいては人間も記号であっ

たが［米盛 1981：5］、パース記号論の枠組み自体は人間以外にも適用できる。言語人

類学者のコックルマンはパースの枠組みを発展させつつ生物一般や機械と環境との相互

作用をも視野に入れた記号過程について論じている［Kockelman 2011］。 
4) カップ・サムヌアについては梶丸［2016］により包括的な解説を示した。 
5）ケーンはラオスの象徴としても扱われる、笙の仲間の伝統楽器である。なお歌の掛け

合いは儀礼に必須というわけではない。施主に十分な資金がなければ、カセットテープ

の録音などで済まされることも多いようである［梶丸 2019］。 
6) 歌詞の日本語訳については、逐語的注釈に合わせて梶丸［2016］から一部若干の修正

を加えている。なおカップラムの詩形についてはこれまで主に南部のラム（特にラム・

シーパンドン）を中心に研究があり、そこでは四行詩「コーンアーン」の構造が基本に

なっていること、さまざまな押韻が見られることなどが指摘されているが［Chapman 
2002, 2003；Compton 1979］、カップ・サムヌアにおいてこれらがどれほど当てはま

るかはまだ十分検証できていない。少なくとも筆者による歌い手たちへのインタビュー

では詩的技法について質問してもあまり具体的な説明を聞くことができなかったので、

歌い手たちにとって詩的技法はあまり意識されていない可能性がある。ともあれ、本稿

の分析は詩的技法の分析としてはまだ試行的段階である点を断っておきたい。 
7) 前述の通り書き起こしはインフォーマント（基本的に Am 氏およびその家族）とラオ

文字で行い、意味を逐語的に確認した上で日本語に翻訳した。実際の歌唱はラオ語のサ

ムヌア方言で行われているが、サムヌア方言の音韻研究はまだほとんど行われていない。

ラオ文字一覧表およびラオス語基礎語彙表［鈴木 2003］の No.1～359 の発音を Am
氏に確認したところ、表 1 のような特徴が観察された。 

 
 表 1 サムヌア方言の特徴 

ラオ文字 標準的発音 Am 氏の発音 備考 
ຂ、ຄ /kh/ [kh~x] 時折[x]へのゆれを観察 
ດ /d/ [d~l] [d]→[l]へのゆれはあるが、逆はない 
ຝ、ຟ /f/ [f~ph] 時折[ph]へのゆれ 
ພ /ph/ [ph~f] 時折[f]へのゆれ 
ໃ /ay/ [ɯ:] ほぼ[ɯ:]に変化。なお ໄは[ay]のまま 

 
他にも/ɔ:/→[ua]と取れそうな変化も見受けられた。これらの特徴はかなり一貫している

ように思われるとはいえ、さらに音声学的に詳細な検討を加えていくことが必要である。

そこで本稿の歌詞例における発音表記については可読性も考慮して、標準的なラオ語と

されているヴィエンチャン方言に依拠するラオ語の一般的な教科書［鈴木 2010］に従

った。なおラオ語のヴィエンチャン方言に依拠した記述文法［Enfield 2007］にはアル

ファベットによる発音表記が提案されているが、ほとんど通用していない。 

、
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たが［米盛 1981：5］、パース記号論の枠組み自体は人間以外にも適用できる。言語人
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4) カップ・サムヌアについては梶丸［2016］により包括的な解説を示した。 
5）ケーンはラオスの象徴としても扱われる、笙の仲間の伝統楽器である。なお歌の掛け

合いは儀礼に必須というわけではない。施主に十分な資金がなければ、カセットテープ

の録音などで済まされることも多いようである［梶丸 2019］。 
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シーパンドン）を中心に研究があり、そこでは四行詩「コーンアーン」の構造が基本に

なっていること、さまざまな押韻が見られることなどが指摘されているが［Chapman 
2002, 2003；Compton 1979］、カップ・サムヌアにおいてこれらがどれほど当てはま

るかはまだ十分検証できていない。少なくとも筆者による歌い手たちへのインタビュー

では詩的技法について質問してもあまり具体的な説明を聞くことができなかったので、

歌い手たちにとって詩的技法はあまり意識されていない可能性がある。ともあれ、本稿

の分析は詩的技法の分析としてはまだ試行的段階である点を断っておきたい。 
7) 前述の通り書き起こしはインフォーマント（基本的に Am 氏およびその家族）とラオ

文字で行い、意味を逐語的に確認した上で日本語に翻訳した。実際の歌唱はラオ語のサ

ムヌア方言で行われているが、サムヌア方言の音韻研究はまだほとんど行われていない。

ラオ文字一覧表およびラオス語基礎語彙表［鈴木 2003］の No.1～359 の発音を Am
氏に確認したところ、表 1 のような特徴が観察された。 

 
 表 1 サムヌア方言の特徴 

ラオ文字 標準的発音 Am 氏の発音 備考 
ຂ、ຄ /kh/ [kh~x] 時折[x]へのゆれを観察 
ດ /d/ [d~l] [d]→[l]へのゆれはあるが、逆はない 
ຝ、ຟ /f/ [f~ph] 時折[ph]へのゆれ 
ພ /ph/ [ph~f] 時折[f]へのゆれ 
ໃ /ay/ [ɯ:] ほぼ[ɯ:]に変化。なお ໄは[ay]のまま 

 
他にも/ɔ:/→[ua]と取れそうな変化も見受けられた。これらの特徴はかなり一貫している

ように思われるとはいえ、さらに音声学的に詳細な検討を加えていくことが必要である。

そこで本稿の歌詞例における発音表記については可読性も考慮して、標準的なラオ語と

されているヴィエンチャン方言に依拠するラオ語の一般的な教科書［鈴木 2010］に従

った。なおラオ語のヴィエンチャン方言に依拠した記述文法［Enfield 2007］にはアル

ファベットによる発音表記が提案されているが、ほとんど通用していない。 

/f/ [f~ph] 時折[ph]へのゆれ
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ある。本稿ではパースの体系全体が問題になるわけではないので、本稿ではこれ以上詳

述しない。なおパースにとってすべての思想は記号であり、ひいては人間も記号であっ

たが［米盛 1981：5］、パース記号論の枠組み自体は人間以外にも適用できる。言語人

類学者のコックルマンはパースの枠組みを発展させつつ生物一般や機械と環境との相互

作用をも視野に入れた記号過程について論じている［Kockelman 2011］。 
4) カップ・サムヌアについては梶丸［2016］により包括的な解説を示した。 
5）ケーンはラオスの象徴としても扱われる、笙の仲間の伝統楽器である。なお歌の掛け

合いは儀礼に必須というわけではない。施主に十分な資金がなければ、カセットテープ

の録音などで済まされることも多いようである［梶丸 2019］。 
6) 歌詞の日本語訳については、逐語的注釈に合わせて梶丸［2016］から一部若干の修正

を加えている。なおカップラムの詩形についてはこれまで主に南部のラム（特にラム・

シーパンドン）を中心に研究があり、そこでは四行詩「コーンアーン」の構造が基本に

なっていること、さまざまな押韻が見られることなどが指摘されているが［Chapman 
2002, 2003；Compton 1979］、カップ・サムヌアにおいてこれらがどれほど当てはま

るかはまだ十分検証できていない。少なくとも筆者による歌い手たちへのインタビュー

では詩的技法について質問してもあまり具体的な説明を聞くことができなかったので、

歌い手たちにとって詩的技法はあまり意識されていない可能性がある。ともあれ、本稿

の分析は詩的技法の分析としてはまだ試行的段階である点を断っておきたい。 
7) 前述の通り書き起こしはインフォーマント（基本的に Am 氏およびその家族）とラオ

文字で行い、意味を逐語的に確認した上で日本語に翻訳した。実際の歌唱はラオ語のサ

ムヌア方言で行われているが、サムヌア方言の音韻研究はまだほとんど行われていない。

ラオ文字一覧表およびラオス語基礎語彙表［鈴木 2003］の No.1～359 の発音を Am
氏に確認したところ、表 1 のような特徴が観察された。 

 
 表 1 サムヌア方言の特徴 

ラオ文字 標準的発音 Am 氏の発音 備考 
ຂ、ຄ /kh/ [kh~x] 時折[x]へのゆれを観察 
ດ /d/ [d~l] [d]→[l]へのゆれはあるが、逆はない 
ຝ、ຟ /f/ [f~ph] 時折[ph]へのゆれ 
ພ /ph/ [ph~f] 時折[f]へのゆれ 
ໃ /ay/ [ɯ:] ほぼ[ɯ:]に変化。なお ໄは[ay]のまま 

 
他にも/ɔ:/→[ua]と取れそうな変化も見受けられた。これらの特徴はかなり一貫している

ように思われるとはいえ、さらに音声学的に詳細な検討を加えていくことが必要である。

そこで本稿の歌詞例における発音表記については可読性も考慮して、標準的なラオ語と

されているヴィエンチャン方言に依拠するラオ語の一般的な教科書［鈴木 2010］に従

った。なおラオ語のヴィエンチャン方言に依拠した記述文法［Enfield 2007］にはアル

ファベットによる発音表記が提案されているが、ほとんど通用していない。 

/ph/ [ph~f] 時折[f]へのゆれ
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3) ありうる分類の組み合わせと具体例については Atkin［2013］にわかりやすいまとめが

ある。本稿ではパースの体系全体が問題になるわけではないので、本稿ではこれ以上詳

述しない。なおパースにとってすべての思想は記号であり、ひいては人間も記号であっ

たが［米盛 1981：5］、パース記号論の枠組み自体は人間以外にも適用できる。言語人

類学者のコックルマンはパースの枠組みを発展させつつ生物一般や機械と環境との相互

作用をも視野に入れた記号過程について論じている［Kockelman 2011］。 
4) カップ・サムヌアについては梶丸［2016］により包括的な解説を示した。 
5）ケーンはラオスの象徴としても扱われる、笙の仲間の伝統楽器である。なお歌の掛け

合いは儀礼に必須というわけではない。施主に十分な資金がなければ、カセットテープ

の録音などで済まされることも多いようである［梶丸 2019］。 
6) 歌詞の日本語訳については、逐語的注釈に合わせて梶丸［2016］から一部若干の修正

を加えている。なおカップラムの詩形についてはこれまで主に南部のラム（特にラム・

シーパンドン）を中心に研究があり、そこでは四行詩「コーンアーン」の構造が基本に

なっていること、さまざまな押韻が見られることなどが指摘されているが［Chapman 
2002, 2003；Compton 1979］、カップ・サムヌアにおいてこれらがどれほど当てはま

るかはまだ十分検証できていない。少なくとも筆者による歌い手たちへのインタビュー

では詩的技法について質問してもあまり具体的な説明を聞くことができなかったので、

歌い手たちにとって詩的技法はあまり意識されていない可能性がある。ともあれ、本稿

の分析は詩的技法の分析としてはまだ試行的段階である点を断っておきたい。 
7) 前述の通り書き起こしはインフォーマント（基本的に Am 氏およびその家族）とラオ

文字で行い、意味を逐語的に確認した上で日本語に翻訳した。実際の歌唱はラオ語のサ
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ように思われるとはいえ、さらに音声学的に詳細な検討を加えていくことが必要である。

そこで本稿の歌詞例における発音表記については可読性も考慮して、標準的なラオ語と

されているヴィエンチャン方言に依拠するラオ語の一般的な教科書［鈴木 2010］に従
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/ay/ [ɯ:] ほぼ[ɯ:]に変化。なお
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った。なおラオ語のヴィエンチャン方言に依拠した記述文法［Enfield 2007］にはアル

ファベットによる発音表記が提案されているが、ほとんど通用していない。 

は[ay]のまま



479掛け合い歌はどのように場に埋め込まれるか

法カテゴリーである。ラオ語ではしばしば文末助
詞などによって示される［Enfield 2007：41］。な
おフィジーの最高首長即位儀礼では現実相、未来
時制、進行相、非時間的なノミック相などさまざ
まな時制・アスペクトが駆使されながら、神話的
「彼岸」と儀礼が行われている「今・ここ」が結びつ
けられている。歌詞例８と同じように彼岸と此岸
を結びつけるプロセスが言語化されているが［浅井 
2017：10章］、その様相は歌詞例８より圧倒的に複
雑である。

12）近年の遊び論においてはホイジンガやカイヨワに
代表される古典的な理論で主張されてきた、現実
から断絶したものとして遊びを捉えたり、遊びの
ルールを改編不能で絶対的なものとして捉える見
方が批判されてきているが［シカール 2019］、本稿
ではひとまず古典的な定義に従って遊びを捉える
こととする。

13）ラオ語では「兄（

22 
 

なお、品詞の略称は Enfield［2007］に準拠している。具体的には以下の通りである。 
CLF：類別詞、COP：コピュラ、INTJ：間投詞、IRR：非現実相、NEG：否定、

PRF：完了相、1SG.P：一人称単数・丁寧、1SG.FA：一人称単数・親密、2SG.P：二人

称単数・丁寧、3SG.P：三人称単数・丁寧 
声調についても方言差があり、こちらも正確に提示するためには音声学的分析が必要

である。とはいえ声調についてはひとまず本稿の内容とは関係ないため省略した。サム

ヌア方言の音声学的分析については今後の課題としたい。 
8)「非現実相」とはいえ必ずしも神話的な無時間的時制と関わる表現ではない点は留意し

ておく必要がある。 
9) ラオスにおける仏教と精霊信仰の習合は地域によって違いがあるが、小田島［2010］

の一般的な解説がフアパンにもある程度当てはまると思われる。 
10) オン、チェーム、ネームはどれもソーセージの蒸し焼き料理の名前である。 
11) 証拠性とは法やモダリティに含まれる、発話などの言語表現の情報源がどのようなも

のかを示す文法カテゴリーである。ラオ語ではしばしば文末助詞などによって示される

［Enfield 2007：41］。なおフィジーの最高首長即位儀礼では現実相、未来時制、進行

相、非時間的なノミック相などさまざまな時制・アスペクトが駆使されながら、神話的

「彼岸」と儀礼が行われている「今・ここ」が結びつけられている。歌詞例 8 と同じよ

うに彼岸と此岸を結びつけるプロセスが言語化されているが［浅井 2017：10 章］、そ

の様相は歌詞例 8 より圧倒的に複雑である。 
12) 近年の遊び論においてはホイジンガやカイヨワに代表される古典的な理論で主張され

てきた、現実から断絶したものとして遊びを捉えたり、遊びのルールを改編不能で絶対

的なものとして捉える見方が批判されてきているが［シカール 2019］、本稿ではひと

まず古典的な定義に従って遊びを捉えることとする。 
13) ラオ語では「兄（ອ້າຍ）」がしばしば親しい男性に対する敬称として用いられる。 
14）カップ・サムヌアの旋律は印象としては「同じ旋律の繰り返し」と感じられるが、歌

詞の長さにかなりばらつきがあるため、梶丸［2013］で分析されているプイ歌と同じ

ように、定型句と結びついた複数の定型的旋律フレーズの組み合わせで旋律が構成され

ているのではないかと思われる。ただ、具体的な検証については今後の課題である。 
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Embedding	of	Reciprocal	Singing	in	a	Context

Gaku	 Kajimaru
[Khap Samneua,	poetic	function,	indexicality,	contextualization,	ethnopoetics]

A	Case	Study	of	Khap Samneua	in	Laos

　This	paper	aims	at	analyzing	the	expression	of	Khap Samneua	with	the	semiotic	communication	theory	of	
Michael	Silverstein,	Koyama’s	event	model,	and	Ethnopoetics	to	illuminate	how	Khap Samneua	is	embedded	
in	the	situation	and	context.	In	this	paper,	a	performance	of	Khap Samneua	at	a	night	of	merit-sending	ritual	
in	2013	is	analyzed.	The	sequence	of	performance	can	be	categorized	into	“dialogue	about	ritual,” “Khap too 
nyee	(mocked	flirting	duet),”	and	“celebration	to	listeners	who	left	a	tip	in	a	cup.”	In	the	sequence,	singers	
manipulate	 its	 indexical/symbolic	expressions	to	put	their	performance	properly	between	real	and	ideal	
context	and	shift	their	communication	structure.	Through	semiotic	analysis,	it	is	revealed	that	the	practice	
is	based	on	the	interpretation	framework	which	a	constant	sound	indexes,	singers	sound	many	voices	in	
their	duet	singing	with	changing	footing,	and	connect	symbolic	world	and	empirical	world	with	indexical	
textualization	and	contextualization	by	using	poetic	expressions.


