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�質any groups and people li、 ing in East and Southeぉ t Asia have unique custon■ ,antiphond sing_

ing.■lere are many types ofit in this area,and we can also see mav different kinds of modalities,

especialサ on tlle funcuOn Of melody lll Southwest China and Southeast2鴨 ia,狙tohonal SOngs in an

霞ea have only one or a few kinds of vew sm■ ple melodes,and impro�sed di■ ese words(created,

or edited iom old words)On the contray 3mtohonal SOngsin AmarniregiOn,at present,have mally

lKinds of melodies,and tlleir words tte scarcely impro� sed.翻■e purpose of tllis paper is to clari印

the functiOn oflnelody in andphonal singing

ln tllis papeち Bu,Shttfge(mountaill song)recOrded in 2004 by me,is takenぉ a sample of e藩

alnination.This is an antiphonal singing Of Blll■ people in Soual、 vest China.As a result,I found that

its melody is as simple as other ethnic grollps in China,and if melody differs,they cant understand

the words ofthe song.Besides,they are indifferent to the songs Ⅵith llnfallliliar melody

ル allli called the scales of it“ verbalサ oriented sc」 es",because ofits flmction not as beauサ and

OtteCt Of appreciation,but as recording and verbal communication.But from Bwfs exan■ ple,the

melodプs flulction �ll not be omyぉ tllese,bllt ttso as grarnll■ ar7 which means ground ofllnderstand―

ing and Origin of d� erse words Of course,器 qll�no ttgued semiotlc滅 1ぁ ommhontt singing shOuld

also have affective function,butitis not the lnaln funcuon.

■om this point of �eL songsinノ mtti can be interpreted as the songs whOse melody lost mis

ぉpect of granlmtt ln Anlalni,the funcuOn Of meloゥ iS Shifted■ om grammarto music」 be蒻 ,Ob―

ject ofappreciation.ヽ 石ヽe can how unique musicality from these Fsian alltiphontt singing

l.は じめに

東アジア,東南アジアー帯には古来より人間同士が歌を掛け合う「歌掛け」の風習があることが知

られている。内田 (1984)は 中国, ネパール,北部タイ, 日本で歌掛けが見られることを報告して

おり,「照葉樹林文化圏」において「歌垣文化圏」があることを指摘した。また土橋 (1984)も 南島

歌謡が「歌掛け文化圏」の中に位置していることを論じた。内田も土橋もともに歌掛けを恋愛,「性

の解放」を主目的とした真剣な「歌垣」と,娯楽としての「歌掛け (遊び)」 の区別の必要性を主張

し,その上で「歌垣」を論じるべきとした。この主張は風土記において古代日本で行われていたとさ

れる「歌垣」と,他地域で行われている歌掛けを安易に結びつけることを戒めたものである。

この即興で歌を掛け合うという風習は東 (東南)ア ジアにおいて盛んであり,それ以外の地域では

あまり見られないようである (ホ イジンガ 1989:2H)。 民族音楽学においては,パプアニユーギニ

アのカルリ社会における鳥と歌の象徴体系の研究 (フ ェルド 1988)や ,同 じくパプアニユーギニア
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歌掛けにおける旋律の機能

2… 2.奄美諸島における歌掛け

これらの研究とはほとんど独立に歌掛けの膨大な研究が蓄積されている地域が奄美諸島である。80

年代あた りまで,奄美における歌掛けの研究は形式論的な研究が多かったようだ。例えば波照間

(1982)は 八重山歌謡の歌形についてひじょうに詳細な分類と分析を行っている。また金城 (1989)

は人重山民謡が,詞章における「対句」,旋律における「対楽句」,演唱行動における「交互唱」とい

う形で現れる二元的対称性の原理と,対立する2つの楽句およびハヤシの楽句からなる3楽句構成の

原理を持っていることを指摘した。他にも,歌掛けが呪術性を本来持っていたのではないかという指

摘を行い, また短詩型歌謡の契機を歌掛けとした研究 (小川 1989)な どがある。

90年代あたりからこうした歌そのものの形態の研究だけではなく,歌 と人々の関係に注目した研

究が現れるようになる。酒井 (1996)は 奄美の徳之島を事例に,「歌掛け」が歌謡の生成装置である

のみならず,奄美社会の対面文化の「有力なメタファー」となっていることを指摘した。また中原

(1997)は 奄美大島佐仁集落を事例に,集団的掛け合い歌の「八月踊り」に代表される「シマの歌」

が,集落の共同体性が崩れつつある中で人々の「シマ人」としてのアイデンティティを維持する中心

的役割を果たしていることを描き出した。

これらの研究から,奄美歌謡は多彩な旋律を持ち',近年とくに演芸化,舞台化が著しく,即興に

よる掛け合いという色合いが薄れているという特徴があることが分かる。即興で歌いあって遊ぶ「歌

あそび」が盛んだった時代では「上手下手に関係なく皆が平等な立場で歌を掛けあって」楽しみ,

「シマウタの歌詞がコミュニケーションと」なっていたが,近年では「聴かせる」ために民謡教室な

どに通って歌を覚えるようになり,「歌掛けの要素は全 く」なくなってしまったようである (中 原

1989)。

以上から,奄美の「八月踊り」を中心とする歌掛けと,その他の地域における歌掛けはかなり様相

を異にしていることが分かる。これは演奏上 1節がほぼ独立しきっている八重山民謡のひとつ「トゥ

バラーマ」に対して金城 (1989)が述べたように,「歌詞内容の点でも音楽形式,演奏様式の点で

も,共同体的性格の歌から脱却して,歌い手の主体性の確立された歌へと変質して」いった結果であ

るのかもしれない。奄美における歌掛けは旋律や歌い方の技巧を競い合ったりするものであるのに対

し,中国や東アジアにおける歌掛けはむしろ歌詞を重視したものである D。

この両者の対比から,歌掛けには即興的で自由な歌詞を重視した言語的コミュニケーションとして

の性質が強くなるほど,旋律の種類が少なく固定化されたものとなる傾向があるのではないかと思わ

れる。逆に言語的コミュニケーションとしての性質が弱い歌掛けは旋律が多様で技巧を凝らしたもの

となりやすいとも言える。ここに,歌掛けにおける旋律の機能の問題が潜んでいるのではないだろう

か。

この問題を考えるにあたって,本稿では筆者が 2004年 2～ 4月 および7～ 9月 にかけて行った延

べ 5カ 月のフイールドワークにおいて録画した,「龍渾村試合」「毛家苑」「岩上村」と名付けた3つ

の「プイ山歌」ビデオ資料における旋律を具体例として提示し,それと諸文献を手がかりに考察を進

2)た とえば久万田 (1991)に よると,奄美大島笠利町城前田という一集落における人月踊 り歌は全部で 25曲 もあり, さら

にくずし旋律というヴァリエーションまである。

3)中越国境付近に居住するヤオ族には,「信歌」と呼ばれる,歌を手紙に書いて情報をやりとりする形式があるという (李

2003)。 これなどは歌詞を重視した歌掛けの最たるものであろう。また,「書かれている」にも関わらず「詩」ではなく

「歌」と認識されていることも興味深い。
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譜例1-1「龍渾村試合」Aの旋律 」=80

ψ

・ ↓

歌掛けにおける旋律の機能

Ax uxiang A cong she  nong gong tt g9MEhao MA tt  A

譜例 1-2「龍渾村試合」Bの旋律

mi   ng A_  san

」=84

）ｓｕ‐一
″
ｑ‐ｎｇ
一

long

譜例 2-1

gO ngtt geMEhao A

「毛家苑」Aの旋律

型 qng NA su xu A ha o_feng

sha o shu  mi ng chu_    u

」―一一― fang

」=120

譜例 3

gO  bu tt  WO―  型 Cha ng NA

「岩上村」Aの旋律 」=132

di u bu di e

譜例 2-2「毛家苑」Aの旋律 」=122

WO EШ  型 聖   ya o zhuang Nl ge_YA tt deng y lL___旦 l utt hi E

*↓ は約 4分の 1音低い音である。

*歌詞は中国語のビンイン表記を用いて,実際の発音にほぼ忠実に記した。二重下線を付した部分が 1音節である。また,歌

詞の中の大文字で記されている部分はとくに意味のない言葉 (槻詞)である。

た後最低音に下がって,旋律がひと節終了する。ここ以外でも細かく見ると各音節の節回しはAと

Bで微妙に異なっているが, どちらもテンポがゆったりしていて,全体的にひじように単調なF「 象を

受ける点では同じである。

これに対し,「毛家苑」および「岩上村」の旋律はかなり異なっている。まずテンポが「龍渾村試

合」と比べてかなり速い。また最初の音が低 く,印象としてはアウフタクトのように聴こえる。毛家

7)譜例の旋律を説明するさい用いる「音節」という言葉は,譜例の五線譜下に書かれた小文字の音節を指す。大文字で記し

た「槻詞」は音節数に数えないこととする。譜例では音節内の節回しもなるべく音符として示したため1音節が複数の音

符にまたがっていることがある。分かりやすくするため,各譜例において1音節ごとに二重下線を付した。

8)Aは 1句 目の終わりで「アーJと 伸ばしながら,次の句に移る直前に長2度 と4分の1音を下げるが, これは次の句に移

るためのアウフタクト的なものと見ることができる。Bでこの動きがないのは,おそらく次の句が長2度低い音から始まっ

ているためであろう。

また, この現象は,少なくとも龍渾村の山歌において,1句 目の終わりには次の旬に移るためのアウフタクト的なものか

必要であることを示しているとも考えられる。つまり,1句 目の終わりが2句 目のはじめと違う音高であれば最後の音 |こ

こでは槻詞の「アーJ)がそのままアウフタクト的役割を果たし,同 じであればその音を伸ばしている間にほぼ長2度ほど

音を変化させて,そ の変化した音がアウフタクト的役割を果たすのである (た だし,西洋音楽における「アウフタクト_

と同一のものかはこの例からだけでは分からない)。
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歌掛けにおける旋律の機能

西洋的な音楽概念では,音楽は「言葉にならないもの」を伝えるという面がひじように強く出てい

る。しかし中国西南部の歌掛けはこれと様相をまったく異にしているようだ。そこには音そのものに

表現や意味を求める音楽性,「設定された音に対する音楽性」(生明 1988)と は違う音のありようが

あると思われる。その音楽性を探るに当たって,生明慶二の「言語機能音階」論を手がかりに考察し

ていきたい。

4.旋律の文法性

「言語機能音階」は生明 (1988)が「『伝承機能音階』論序説」という論文で,「伝承機能音階」に

よって支えられる音階として示した音階 (音楽性)である。

生明はまず「西南中国に分布する,い わゆる音声文化圏に属する人々の音楽は,現代の我々が持つ

概念としての音楽とは全く異なっていたと考えてよいであろう。つまり,そ の音楽の実体は言語と同

様で,生活との直接関連のなかで機能していたものとして捉えるべき性質のものであり,基本的に口

頭伝承による多様な「うた」である」(ibid:31)と 考えた。そしてこの考え方を基本に,う たの「奔

放な歌唱性」を「言語機能性」として,「強固な構造と繊細な精密さ」を「伝承機能音階」として捉

えた。そしてこの伝承機能音階の強固な調性感を「性調感組織」lllと 規定し, この組織を含めて民

族に内在する音に対する感性を「潜在和音」という物差しで濃1定 した (ibid.:3132)。

「伝承機能音階論」の中で本研究においてとりわけ重要となる概念が,「言語機能音階」である。こ

の言語機能音階 (ま たは言語音階)は「音楽的音階」(設定された音に対する音楽性,つ まり西洋音

楽のように音そのものの中に求められる音楽性)の中における言語性の度合いを指すものであり,

「音声社会における音階の発生が基本的に音声言語によるという認識において,言語音階性が強けれ

ば強いほど音楽的音階性が弱くなり, また音楽的音階性が強くなれば,逆に言語音階性が弱くなると

いう不可分な緊張関係において捉えることが可能である」(ibid:4748)と している。またこの言語

機能音階は「言語の音声が, より広い音域幅の旋律のために直接的に崩されるという現象によって,

情報自体が破壊される」(ibid.:67)た めに,その音域は 1オ クターヴを超えることはないと考えられ

る。

ここで生明が言っている「言語性」とは,自 然言語との結びつきの強さや,文字のような記憶や伝

達の働きを持っているといった意味合いの性質のことであろう。言葉のない器楽曲におけるような

「音楽的音階」では (少 なくとも作曲者の)言語との結びつきはさほど強くない。むしろ「言葉にな

らないもの」を伝えるという側面が強いし,そ ういう思想の下に音楽が行われている。例えばブラー

ムスは作曲を神の霊的な啓示として語っているし (ア ーベル 2003),社会学者のアドルノも音楽

を,イ デオロギー (社会的に必要だが必ずしも明確化されていない仮象)と して, またイデオロギー

を受容させる力を持ちその作用を及ぼすものとして描いている (ア ドルノ 1999)。 西洋以外でも,

たとえばピグミーの合唱において, うたが死者との交歓において歌われ,そ の場では極力言葉の使用

は避けられていて,歌がほとんど歌詞を欠いている (澤 田 2000), といった状況が見られる。

しかし,中国西南部での歌は (先述したとおり)こ れらとは様相をまったく異にしている。「対

歌,盤歌 (問い掛け歌)な どにみられる,コ ミュニケーシヨンとして唄われるものは情緒性を伴って

11)こ の用語は奇妙ではあるが,西洋音楽史上の「調性感Jと はまったく異なる意味内容を持つものであるので, このまま使

用する。
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歌掛けにおける旋律の機能

「情報」という言葉にはいくつかの定義の種類があり,そ の代表的なものに工学的定義と社会学的定

義があるとした。この工学的定義とは情報を「複数の場合の中でどれが起きたかを教えるもの」とし

て捉えるもので, この定義におけるビット数などの「情報量」(た とえばSharmon(1948)が考察し

たモデル)と 「意味内容の量」はまったく別次元の話であって,工学的定義による情報の議論を (社

会学的定義の対象とするような)「意味内容」に持ち込むことはできない。もう一方の社会学的定義

とは意味内容を含んだより広い文脈における情報の定義であり,西垣は吉田 (1992)に よる「情報」

の「最広義」「広義」「狭義J「最狭義」の4つのレベルによる定義のうち,情報を記号体系として捉

える「狭義」のものが「社会学的定義」として最も普通に用いられるとした。ここで私の議論してい

る「文法」とは, この分類によると「広義の情報」(生命現象に関わるパターン,西垣の言葉を借り

れば「パターンを生み出すパターン」)の一種であり,ベイトソンによる情報の定義「差異をつくる

差異」(Bateson 1979)。 (た とえば過去の記憶をもとに環境世界を意味解釈し,その結果がまた記憶

に追加されるといった過程)に 当たる。つまり,文法は新たな文を生み出すためのパターンである,

と言える。生明の言う「言語音階性」も,それがうたの姿そのものを規定し, うたの内実 (歌詞)を

生み出すための基盤となっている点において「差異をつくる差異」であり,旋律の文法性はここにお

いても表れているのではないだろうか。

本稿のプイ山歌に関しても,生明のいう「言語音階性」があると考えられる。山歌でも旋律は基本

的に 1オ クターヴ以内の音域で,そ の動きもほぼ固定されており,同 じ地域のものなら基本的に同じ

特徴を持っている。そして同じ旋律を用いて歌を掛け合う。さらに別の地域の歌はかなり旋律の形や

テンポが異なっていて,異なる旋律の歌は聞き取れない。

ここで重要な示唆を与えるのが,「歌詞が聞き取れれば聴く」という態度である。これは一見,山

歌において歌詞が極めて重要なものであり,旋律はまったくどうでもいいものであるという価値観を

示しているように見える。しかし,旋律を「文法」の一部であるとすれば,別 の旋律を歌う人たちの

歌は,実は彼らにとって別言語を話す人の言葉と同じだということになる。それは価値観を示してい

るというより, コミュニケーションの土台の違いという, もっと根本的な差異を示している。そうだ

とすれば,他地域の歌のVCDに おける字幕は,ち ようど私たちが外国の映画を見るときの字幕と同

じ働きをしているということになる。また,こ の観点から見ると,地方ごとの旋律の差異は方言の差

異とも類比できるだろう。プイ山歌は基本的に同じ地方の人間同士で歌い交わされるものである。と

いうことは,あ る程度交流のある地域のプイ山歌は似たような旋律で歌われなければならない。そし

て,あ まりつながりのない地域だと差異が大きくなって言葉が通じなくなる。これは方言と同じ現象

であり,こ こに方言のような旋律の地域性が生まれる要因がある。

しかし自然言語の文法はそれによっていくらでも文を拡張して伸ばしていくことができるが,ブイ

山歌 (そ しておそらく中国の他地域の歌掛け)の旋律は違う。かならず山歌の詩形に合った長さにし

なければならない。そして詩形の方も山歌の旋律に合うようになっている。よってプイ山歌の旋律に

おける文法性は, 自然言語における文法とは一部重ならない部分を持っている。それは定型性を持っ

た詩文を生み出す歌 (こ こではプイ山歌という形式の歌)を生み出す基底となっているという意味で

の「文法」である。

14)西垣自身は,情報と生物が不可分の関係にあるとして「それによって生物がパターンを作り出すパターン」という情報の

定義を示し,ベ イトソンの定義が生物と非生物の区分がそれほど明確でない点において「本質的な弱点」を持っていると

した (西垣 1999:32)。 ただこの定義の違いは本論の議論に影響を与えるものではない。
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歌掛けにおける旋律の機能

ようなことはないであろう。プイ山歌の旋律は何かを模倣しているわけではなく,「類似記号性」は

認められない。「指標記号性」はあまり明らかではないが, これが機能する可能性は秘めている。と

いうのは,旋律などによって山歌はさまざまな種類に区別されており,それぞれの民族・地域ごとに

特色がある。現在中国西南部では民族対立などは見られず,民族主義が台頭する兆しはないが,そ れ

でも歌によるアイデンティティの確立はありえるだろう。奄美の八月踊りの例ではまさに歌によるア

イデンティティの確認がなされており (中原 1997),「指標記号性」が強く働いていると思われる。

最後の「名辞的記号性」であるが, これは顕著に表れていると考えられる。歌が「山歌」や「歌掛

け」というフレームを起動させ,その参与者たちに「感情・気持ち」などのコミュニケーションを行

うようにさせることは十分にありうるし,現に起こっているように見える。通常の会話的状況では言

えないことやできない表現も,歌掛けという状況下においてその歌詞に歌いこむことができる。歌掛

けが本来恋愛においてひじょうに大きな役割を呆たした (「 歌垣」はその一例である)こ とも, この

歌掛けの持つ「名辞的記号性」の表れであろう。

今回の調査からは,歌掛けの感情的領1面が顕著に表れている資料を得ることはできなかった。しか

しだからといって旋律の機能が文法としてのそれに限定され,感情や価値への働きかけを完全に失っ

てしまっているとは言えない。むしろ,わずかながらそのような感情的力を保っていると考えるべき

である。山歌は「歌」であるからこそ思いを込めて歌うことのできるものであり,その感情への働き

かけは「そういったものがある」といった曖味な方法でしか示すことのできないものである
=

6.お わりに

最後に,奄美の人月踊りと,中 国西南部の歌掛けの対比から旋律の文法性11つ いて考えてみたい。

第 2章で述べたように,現在の奄美の八月踊りは歌詞の即興性が著しく低く 旋律が多様で,歌を学

ぶ人々はその音楽的技巧を競うようになっているこ逆に中国西南部の歌掛けでは歌詞の即興性が高い

一方,旋律は単純で (一地域においては)多様性を欠き 旋律は鑑賞の対象ではない。これを先の生

明の論からみれば,八月踊りはかつて
~言

語青階性_が強かったが 現在では「音楽的音階性」が強

くなった歌掛けと見ることができる=言 い換えれ|ま  この歌掛けはその旋律を,規則としての「文

法」ではなく,美的な存在としての
~音

楽_へ と変質させてきたのである。それに対してプイ山歌の

ような中国西南部の歌掛けは今なお言語音階性 ~文法性_,を維持していると考えられる。

文法とはコミュニケーションを成立させるための基盤となるものである。よって歌掛けにおいて旋

律が文法性を失うことは,それが言語的コミュニケーション性を失うことを意味する。旋律が音楽的

音階性を増すことによって,歌詞のコミュニケーション的価値が低下するのである。

ただ, これは歌掛けのコミュニケーション性そのものが失われることを意味しない。歌掛けはその

形式として相手を必要とし,その表現はけっして「聞き手との連関性を喪失」している「投椰的発

話」(木村 1997:427)の ようなものとはならず,あ くまで「他者に影響を及ぼす」ものとしての「記

号」(Tu�no 1999:222)的 存在であり続ける。言語音階性 (文法性)か ら音楽音階性への変容は
,

そのコミュニケーション・チャンネルの変化を表しているのではないだろうか。

生明も指摘しているように,「音楽的音階性」はわれわれがもっとも身近に「感じ」ている美的感

覚としての音楽性である。それに対し,本稿で見た「言語音階性」は,美的感覚とは縁の薄い,「文

法」としての音楽性である。それは近代化や社会変容の中で消えゆく可能性のあるものではあるが,

それでも音楽のありようの多様性を示す重要な存在であることに変わりはない。歌に限らず音楽のあ
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