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流行り謡の形式と言語構造

岡 益　巳

1．はじめに

　本論では，「流行り謡」の言語構造上の特徴について，若干の言及を試

みたい。ここでいう「流行り謡」とは，狭義の“民謡”，すなわち，「二

二歌謡で，多くは時事や政治に関係があるもの」である。

　柿崎［1974］は，「今では“民i喬”と“二二”は．ほとんど混同されてい

るようである（p．281）」としている。ここで，両者の定義をしておきたい。

広義の“民i霞”には，狭義の“民歌”，すなわち，日本語の民謡に相当す

る田植え歌や茶摘み歌のような労働歌或いは祝い歌の類も含まれる。また，

広義の“二二”と広義の“民歌”は同一の概念を示す。

　「流行り謡」はほとんどが“順ロ溜”の形式をとっている。　“順二二”

とは，　「民間ではやっている話し言葉による韻文の一種。文句の長さは一

様ではないが。非常に語呂がよいのが特徴（小学館r中日辞典』）である。

流行り謡の中には，僅諺、格言、替え歌、標語、言皆二丁、対聯、　“欺后tR”

などの形式をとるものもある。　“二二1吾”は，「二つの部分からなる成句

で，前のたとえの部分だけ言って後の部分を自然と推察させる一種のしゃ

れ言葉（前出r中日辞典』）」である。　“順口溜”が非常に口調がよい理

由としては，押韻、対句、掛け言葉、比喩、繰り返しなどの修辞的技法が

用いられている点が挙げられる。しかしながら，押韻一つを取ってみても，

それは「詩」の場合とは意味合いが異なる。例えば，五言律詩であれば，

偶数句末は同韻のそれぞれ異なった字でなければならないが，“順口溜”

の場合，往々にして全ての句末に同一の字を使用することが多い。この方

法は余りにも単純で，文学的な価値を感じさせない。ただ，明快で覚えや

すく，繰り返しのインパクトも生じる。もちろん，同じ言葉が繰り返され

ることから，“順口溜”には近体詩に要求される平灰という概念も欠けて

いる。
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　流行り謡の，こうした言語構造的特質について，必要に応じて近体詩と

の比較により，述べてみたい。なお，情報検索した限りでは．流行り謡の

言語構造に関する先行研究例はないようである。

2．流行り謡の諸形式

　流行り謡の大半は‘’順［コ溜”の形式をとる。岡［1995ab］で取り上げた流

行り謡127篇の場合，そのうちの122篇が“ll贋口溜”である。　“i帳口溜”の

特質については次章に譲り，まず“順口溜”以外の形式を取る場合につい

て述べる。

2．1　古諺

　僅諺の形式をとる流行り謡は余り多くない。例1では，元の歯面をベー

スとして，一字入れ換えている。

　【例1】有銭1能商圏推磨．　　［A－93－11］

　　　　　役所の沙汰も金次第。

　　偲諺：有銭座使鬼推演．

　　　　　地獄の沙汰も金次第。

　次の例では，僅諺の後ろにもう一一句つけ加えて，うまい宣伝文句を構成

している。

　【例2】車到山前必有路，

　　　　　有路必有車田牟．　　［A一・92－6］

　　　　　車が山に至れば必ずや道がある，

　　　　　道があれば必ずやトヨタの車がある。

　　浬諺：李到山前必有路．

　　　　　窮すれば通ず。

　次の例は，頭脳労働者の収入よりも肉体労働者の収入のほうが多い現実

を椰配している。

　【例3】三冷渚葛亮，不如一・↑・臭皮匠．　　［M－94］

　　　　　三人の諸葛亮よりも一人の靴職人のほうがまし。

　　偲諺：三年臭止口，蜜遣渚葛亮．

　　　　　三人寄れば文殊の智恵。
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2．2　格言

　この形式をとる流行り謡も少ない。例1は，元の格言を口語調に改めた

だけのものである。

　【例1】銭不是万能的，但没有銭是万万不能的．　　［B－93－9］

　　　　　お金は万能じゃないけれど，お金がなければ何一つできない。

　　格言：金銭未必万能，没践却万万不能．

　　　　　カネは万能ではないが，カネがなければ万事休す。

　次の例では，郡小平の発言として有名な，　「白猫黒猫論」の「猫」を

「馬」に変え，後半をより直接的な表現に改めている。

　【例2】不測白島黒罵，能舐銭就是好罵．　　［A－93－11］

　　　　　白い馬だろうと黒い馬だろうと，金儲けができりゃ良い馬だ。

　　格言：不t合引猫、黒猫，捉到老鼠的就是好猫，

　　　　　白話であろうと黒猫であろうと，ネズミを捉えることのできる

　　　　　のが良い猫だ。

2．3、替え歌

　言うまでもなく，替え歌の前提条件は，元の歌が一般に広く知られてい

ることである。まず，毛沢東賛歌であるr東方は紅い』の替え歌を取り上

げてみる。

　【例1】西方紅，、月亮升，

　　　　　中国出了杢幽幽．

　　　　．他力特枳謀幸福，乱曲晦ロ釣，

　　　　　他nLl　ne　ft’］各几願各JL。　　　　［B－89－2｝

　　　　　西の空が紅くなり，月が昇り，

　　　　　中国に鄭小平が誕生した。

　　　　　彼は特権階級のために幸せ謀る，

　　　　　自分のことは自分で面倒見うと言う。

　　元歌：出方紅，紅太1旧，

　　　　　中国出了奈毛澤奈．

　　　　　他力人fl］謀幸福，呼几晦吻，

　　　　　他是：人民大将星．

　　　　　東の空が紅くなり，太陽が昇り，

　　　　　中国に毛沢東が誕生した。
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　　　　　彼は人民の幸せ謀る，

　　　　　彼は人民の救いの星だ。

r東方は旧い』の替え歌は，筆者が収集した限りではあと二種類のヴァー

ジョンがあり，相当広範に歌われたものと推察される。いずれも，毛沢東

をダシにして，鄭小平をこきおろした内容となっている。

　次に，『社会主義は素晴らしい』の替え歌を紹介しておこう。

　【例2】社会主文姓，社会圭文好，

　　　　　社会主文国家人民工資少．

　　　　　反劫派没打倒．

　　　　　帝国主文央着皮包回来了．　　［B－89－2］

　　　　　社会主義は素晴らしい，社会主義は素晴らしい，

　　　　　社会主義国家の人民は給料が少ない。

　　　　　反動派は打倒されないで，

　　　　帝国主義がカバン抱えて戻って来た。

　　元歌：社会主文好，社会主文好，

　　　　　社会主文国家人民地位高．

　　　　　反劫派被打倒，

　　　　　帝国主文夫着尾口逃胞了．

　　　　社会主義は素晴らしい，社会主義は素晴らしい，

　　　　　社会主義国家の人民は地位が高い。

　　　　反動派は打倒され，

　　　　　帝国主義はしっぽを巻いて逃げ去った。

　『共産党がなかったら新中国はない』の替え歌は，次の通り。

　【例3】打倒共声党オ能救中国，打倒共P党可能救中国．

　　　　　共起党t不直垂得心，共嘗党義民俣中国．

　　　　　乱取政客四十年，面素斗争天天有。

　　　　他動管人民生活苦，他不管国家太落后．

　　　　他剥奪了民主自由，官僚特板大卓受．

　　　　　打倒共声党智能救中国，推倒四項原則オ能救中国．　［B－89－2］

　　　　共産党を倒さなきゃ中国は救われぬ，

　　　　　　　　　　　共産党を倒さなきゃ中国は救われぬ。

　　　　　共産党は悪事が多い，共産党は民を害し国を誤らす。

　　　　　政権奪って四十年，毎日毎日階級闘争。

　　　　人民の生活が苦しくても構わない，国家の遅れも構わない。

　　　　　民主と自由を奪い去り，官僚の特権を大いに享受。
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　　　共産党を倒さなきゃ中国は救われぬ，

　　　　　　　　　　四つの基本原則を葬らなきゃ中国は救われぬ。

元歌：没有共序盤就中有新中国，没有馬声党久没有恩中国，

　　　共晶覚他辛曹力民族，共i’t’t出帆一一・心語中困．

　　　他指蛤了人民解放的道路，他顛尋中園走向光明，

　　　他1持抗故八年・多，他改善r人民的生活，

　　　他建立故盾根出地，他実行民主好二目．

　　　没山嶺序論就没有新中国，没有共声党就没有新中国．

　　　共産覚がなかったら新中国はない，

　　　　　　　　　　　　共産党がなかったら新中国はない，

　　　共産党は民族のために骨を折る，共産党は一途に救う中国を。

　　　人民に解放の道を指し示し，中国を導き光明へと向かう，

　　　頑張り通して八年余り戦い，人民の生活を改善した，

　　　敵の後方に根拠地を築き，

　　　　　　　　　　　　民主主義実行し良いところがいっぱい。

　　　共産党がなかったら新中国はない，

　　　　　　　　　　　　共産党がなかったら新中国はない。

2，4　標語

　スローガンは形式上“順口溜”と区別がっかないことが多く，採集時に

特にスローガンと明記してない場合は見逃してしまう。一人っ子政策推進

のためのスローガンを示しておこう。

　【例1】　…胎保，二胎刮，三胎れ、，　　　　［A－92－2ユ

　　　　　一人目は大切に，二人目は掻き出し．三人目は結紮する。

　【例2】保好老大，不要老二，消英小三．　　［A－92－2］

　　　　　一人目は大切だ，二人目は要らない，三人目は葬りされ。

　【例3】宙吊不寺縄，祝月不奇瓶，

　　　　　…定論出汁剣生育摘上宏．　　［A－92－2］

　　　　　首を吊る奴の縄を奪うな，服毒自殺をする奴の瓶を奪うな，

　　　　　必ずや計画出産を遂行しよう。

例1と例2は，短い上に数字が入っており，極めて口調がよい。例3は計

画外の妊娠をして自殺しようとする女性がいても止めるな，という恐ろし

い内容である。全く「人権」を無視したこれらのスローガンから，一人っ

子政策を推進する役人の官僚主義的態度と，それに対する民衆の怒りとが
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読み取れる。

2．　5　　言皆言虐言寺

　言臨虐詩（“打油土”．）は，何らかの元の詩があって，それをもじって造

られる場合と，下敷きとなる詩がなくて“順ロ溜”よりもやや詩の格調を

取り入れて造られる場合とがある。前者の場合は，元の詩の影響もあって，

口語調というわけにはいかない。李白の「海道難」を模した「昇級審査」

（“坪取称”）と題する言華言虐詩がある。これは，大学や研究所に勤務する

インテリの昇進・昇格が非常に困難である現実を歌い込んでいる。

　【例1】臆白干ロ戯，面出高息，

　　　　　坪取称唯，藍本上青天！

　　　　　能否坪曲面．吾f斉何荘重．

　　　　　己有四十五十蜜，不．与副研相真澄！

　　　　　著作多本文熱心，可以横曲学木最；

　　　　　針函嶺薄髭友禿，副教授駅称f乃尚元嫁．

　　　　　上有屡展克拍之指ホ示，官有虎視眈眈之長官；

　　　　　累死之人尚不得這，我等更是総説援！

　　　　　学路何書置，前違一歩几多美！

　　　　　痛定思痛流思量，以手挽膚画幅吸1

　　　　　黒熊之路面形形，富商之路金壷仙，

　　　　　自信杁学事洞洞，全家老少眼着惨！

　　　　　又同教師喚：准無茶霧粒？

　　　　　疎取称唯，盛年上青天，使人所此泪満面！

　　　　　友明創造顛何用，著嘉立悦等柾然；

　　　　　国奨不及一処長，脳体倒桂更可怜！

　　　　　其唯也如此，嵯ホ豊島船人，胡鮮血懐哉！

　　　　　更悲白友直黒友，中隼精英，年歯黄泉，

　　　　　巨星頻砺失，化力坐与咽！

　　　　　吃的是認，緕出是血，守努忘我，出血苦干．

　　　　　万般皆上品，唯有旗需低．

坪取称唯，唯干上青天，仰首上望長俗嵯！

ああ，危ういかな，高いかな，

昇進は難しい，青天に上るよりも難しい！

昇進できるか否か，我らは全くわからない。

［E－89］
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　　　　　すでに四十五十となるが，副研究員，、、にも引っかからない！

　　　　　著作は多数で論文は無数，学問の頂上を極めたといえる；

　　　　　三十年の教歴で頭は禿げたが，副教授の地位には未だ無縁。

　　　　　上は各々割当枠の上前をはね，下は虎視眈々と上の顔色窺う：

　　　　　骨身削っても関門を越せぬ，我らにはその上すがる人もない！

　　　　　学者の道はなぜか曲がりくねって，一歩進むにも幾多の関所！

　　　　　反省したり考え込んだり，胸をさすっては長いため息をつく！

　　　　　官僚の道は丸く染まり，商売の道は金色に輝く，

　　　　　ただ学者の道は真っ黒で，一家全員悲惨の道連れ！

　　　　　また聞こえてくる教師の物売りの声。、：ゆで卵は如何ですか？

　　　　　昇進は難しい，青天に上るより難しい，聞いた人は顔中涙！

　　　　　発明創造も役には立たぬ，本を著し説を立てても無駄なこと：

　　　　　国の奨励金は弓長3，に及ばぬ，労働者以下4，とはかわいそう！

　　　　　難儀かくの如し，君達知識人よ，どうして学問をやるのか！

　　　　　更に悲しきは白髪が黒髪を泣く。、，中華の英才，続々死す，

　　　　　巨星しきりに落ち，塵や煙と化す！

　　　　　草を食らい，血を流し，貧を守り私心を捨て，なおも頑張る。

　　　　　みなみな全て高級だが，ただ学問だけが低級だ。

　　　　　昇進は難しい，青天に上るより難しい，上を向いて嘆息する！

李白の「蜀道難」については，r唐詩三百首』あたりを参照されたい。

　唐詩などを下敷きにした言出虐詩は表現も硬く，気軽に口をついて出ると

いうような代物ではない。こうした下敷きのないものは［］語調で，　“順口

溜”と紛らわしい。

　【例2】柑桔紅香肘，浴客八方来．

　　　　　三里交通揺；，車姑満是牌．

　　　　　真嬉愁床少，到姫忙接待．

　　　　　几多叫苦人，長沙一一返声！　　［E－89ユ

　　　　　みかんが色づくころ，会議の参加者が八方から来る。

　　　　　町の交通は混雑し，駅にはプラカードs、が満ち溢れる。

　　　　　ホテルはベッドが少ないのを愁え，どこも接待で忙しい。

　　　　　なんともはや大変で，長沙は災難に見舞われる！

この詩の偶数句末は，来hc　i牌pai待d包i突茄iと同音である。

　【例3】十夜冷雨又凄風，

　　　　　肚俄彰薄守宮箇，

　　　　　羨熟人画令体声，
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学二f尋そ程食ヌ児早月兇「秀．　　　　　［E－891

深夜冷たい雨が降りすさまじい風が吹く，

すきっ腹かかえ貧相な身なりで苦学する，

俗世の自営業者が死ぬほど羨ましい，

ミクロ経済を習得したら早く貧乏から脱出したい。

2．5　対聯

　対聯の形式をとる流行り謡も多くはない。この形式は，左右にくる部分

が比較的長く，最後の句が短い横軸となるため．一目瞭然である。

　【例1】悦休行侮心行，不行也行；

　　　　　悦僚不行侮就不行，行也不行；

　　　　　不服不行　　　　　　　　　　　　　［A－93－10］

　　　　　よろしいと言われりゃそれでよい，たとえダメでも大丈夫だ；

　　　　　ダメと窺われりゃダメなのだ，たとえ正しくてもダメなのだ：

　　　　　服従しなけりゃダメなのだ。

　【例2】偉耕活，我桝旙，大家都耕活；

　　　　　侮升会，海温会，大家升会；

　　　　　元人落実．　　　　　　　　　　［M－94］

　　　　　あんたが演説し，私が演説し，みんなが演説する；

　　　　　あんたが会議を主催し，わたしが主催し，みんなが主催する；

　　　　　誰もそれを実行しない。

　【例3】累膳立、密升会、天天升会，

　　　　　侮i井活、我耕土、人人排土．

　　　　　准去落実？　　　　　　　［A－92－8】

　　　　　ひっきりなしに会議を開く、ぴっちり開く、毎日開く，

　　　　　あんたが演説し、私が演説し、みんなが演説する。

　　　　　誰がそれを実行するのか？

　【例4】咳死的不死，不核死的死；

　　　　　咳死的没死，不核死的死∫，

　　　　　死錯人了．　　　　　　　　　　［F－90］

　　　　　死ぬべき人物は死なず，死ぬべきでない人物が死ぬ；

　　　　　死ぬべき人物は生きており，死ぬべきでない人物が死んだ，

　　　　　間違って死んでしまった。

これは，胡耀邦の死を悼んだ謡である。「死ぬべき人物」は言うまでもな

一154一



流行り謡の形式と言語構造　387

く，鄭小平を指している。

2．6　“寒雨悟”

　“駄后昭”は一種のしゃれ言葉であり，日本で言えばさしずめ「○○と

かけて何と解く？　一一　〇〇と解く」といった類のものである。その言

語形式は極めて特徴的である。

　【例1】協商是屍股后出郷綱筋
　　　　　　　　　　　　　　一一一一　　左艮子近更．　　　　　［D－89ユ

　　　　　お役人の商売は尻の後ろに鉄筋がくくりつけてある

　　　　　　　　　　　　　　一一一　根が硬くて強い。

　【例2】屯視台的　告　一一一一　騙人．　　［A－92－4］

　　　　　テレビのコマーシャル　一一一一　インチキ。

　【例3】物美，廉1介，不耐用　一一一一一知i只分子．　　［D－89］

　　　　　モノが良く，値段が安いが，長持ちしない　一一　インテリ。

例3の言わんとするところは，「どんな劣悪な条件の下でも頑張るが，貧

しい生活を余儀なくされており，その結果栄養不良で長生きできない。そ

れは誰か。　一一一一一　インテリだ」ということ。

3．　“順口溜”の言語構造の特徴

3．1　字数と句数からみた“順口溜”の特徴

　“順口溜”の長さは一様ではない。一句の長さも様々であり，一篇の句

数も様々である。岡［1995ab］で取り上げた127篇の流行り謡のうち，“順

口溜”以外の形式をとる5篇を除く122篇で見てみると，次のような点が明

らかになる。

　一篇を構成する各句の長さが一定であるものが，一句から成る6篇を除

く116篇中の72篇62．1％を占める。　この72篇のうちで，一句の字数七字の

ものが28篇で最も多く，次いで五字のものが23篇と多い。

　もう少し詳細にみると，五字×四句が最も多く12篇，次いで七字×二句

及び七字×四句が共に9篇，七字×三句が5篇である。

　また，一篇の各句の字数の異なる44篇についてみると，一句の字数が七

字、三字が多く，四字、五字、六字、八字、九字の場合も比較的多い。す

なわち，三字、七字のいずれか或いはその両方で構成される謡が10篇存在
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する。

　一篇を構成する句の数は様々であり，一句から成るものから三十句のも

のまである。122血中，四句から成るものが42篇34．4％と最も多く，次い

で三句の25篇20．5％，言句の23篇18．9％であり，二尊～四句のものが全体

の73．8％を占める。

　ここで，典型的な“順口溜”の構造である五字×四句の例を挙げておこ
う。

　【例1】友了黛海上，富了擢擁的：

　　　　　努了坐班的，輪了算面的，　　［A－88－6］

　　　　　海辺の住民は豊かになった，露店をやる奴は金持ちになった；

　　　　給料取りは貧乏になった，退職した者は騙された。

　【例2】盗賊暗中倫，千部明里掌；

　　　　　盗賊可以抵，面部不能霧．　　［A－93－101

　　　　盗賊はこっそり盗むが，幹部はおおっぴらに取る；

　　　　盗賊は捕まえられるが，幹部は罵ることもできない。

3．2　“順口溜”の修辞上の特徴

　“順口溜”は，たいていの場合，次に示すような修辞上の特徴を備えて

いる。すなわち，①押韻，②対句，③掛け言葉，④比喩，⑤繰り返し，⑥

対比（同一句内での，或いは句をまたがっての），⑦数字表現，⑧語呂合

わせ，などである。

　“順口溜”の押韻は近体詩で言うところの，厳密な意味での「押韻」と

は異なる。“順［コ溜”の場合，同韻であるかどうかにはこだわらず，同音

の字或いはあっさりと同一の字を用い，口調を整えている。同音の字或い

は同一の字は，句末に限らず，句頭や壷中でも用いられるのが特徴的であ

る。すなわち，同一文字或いは同一語の繰り返しも多く，修辞的には単純

な構造であるが，謡そのものは非常にインパクトのあるものに仕上がって

いる。

　対句も，平虫を踏まえた近体詩の対句とは異なり，対比的な内容の句を

並べるといったレベルのものであるが，非常に効果的な仕上がりとなって

いるものが多い。数字を用いた“南口溜”は口調がよく，数え歌風に一～

十と増えていく場合，万、十万、百万と桁が増える場合，同じ数字を繰り

返す場合などがある。

　こうしたいくつかの特徴を合わせ持つ作品が大半である。例を挙げて，
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以上の点を確認してみよう。

　【例1】児上司昧眼，児下級冷眼．
　　　　　児玉手署ヲF目艮，　児頭ヒi平4期目艮．

　　　　　甘心清定眼，代八唯鷲眼．

　　　　　児名利心眼，児群朕翻眼．

　　　　　児礼白花眼，児危険優眼．　　［E－89］

　　　　　上司に会えば目を細め，部下に会えば冷たい目でみる。

　　　　　賞賛されれば目を丸くして，批判されれば目を怒らせる。

　　　　　宴会の招待状見れば目が止まり，困難に出会えぱ目を外らす。

　　　　　名利を目にすりゃ羨ましくて，庶民を見れば睨みつける。

　　　　　贈り物見れば目がくらみt危険に出くわせばうろたえる。

この謡は，各々の句を全て“児～眼”の繰り返しでまとめている。また，

奇数句と偶数句は対比的な内容となっており，対句表現と言える。特徴：

o＠＠
　【1列2】f画集我集他L集衷民急，

　　　　　直島我等他等表民青，　　［A－93－10］

　　　　　あんたが集め、俺が集め、奴が集め、農民は気が気じゃない，

　　　　　あんたが取り、俺が取り、奴が取り、農民は嘆く。

この謡は，繰り返しによって効果をあげている。　“1示”　“我”　“他”の全

てが政府の各部門の役人であり，さまざまな名目をつけて農民から金を搾

り取っている様子を謡っている。　“集”jlと“急”ji，“等”ch6uと

“愁”chOuは同音である。特徴：①⑤

　【例3】干：日干少一全祥，

　　　　　干好干杯一士祥．　　［D－89］

　　　　　たくさん働いてもちょっと働いても同じこと，

　　　　　ちゃんとやろうが出鱈目にやろうが同じこと。

この謡も，“干”と“一冷祥”の繰り返し，“多”と“少”，“好”と

“堺”の対比により，歯切れのいいリズムとなっている。特徴：①⑤⑥

　【例4】早上面立，中山面面，晩上済公．　　［A－93－10］

　　　　　朝は包公，昼は関羽，夜は済公。

この謡は，「朝は包公のようにまともな顔つきだが，昼には酒が入って関

羽のように真っ損な顔になり，夜は済公のようにへべれけに酔っぱらって

いる。」という意味。朝、昼、晩が対比的である。三人の名前が比喩的に

用いられており，しかも各句末が“公”で統一されている。この謡は短い

が非常によくできている。特徴：①④⑥
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　【例5】四生金漆豹，’ト三頂大雨帽，

　　　　　者11来々一一頂破草帽．　　　　　［A－93一・10］

　　　　　四頭の豹，十三個の制帽が，

　　　　　そろって破れた麦わら帽子一個を食いに来る。

“四只金残豹”は工商管理局、税務署、銀行、財政部門を指し，“十三頂

大蓋帽”は公安、検察、裁判所などの法の執行部門全てを指す。　“破草帽”

は貧しい農民を指す。したがって，この謡は政府の各部門の役人たちが寄

ってたかって貧しい農民を食い物にしている様子を風刺している。各句末

は“豹”bao，“帽”漁。と同音である。特徴：①④⑦

　【例6】小貧不去，小康如来．　　［A－89－6］

　　　　　貧乏が去らねば，まずまずの生活はやって来ない。

“小貧”xぬopmは‘‘小平”Xiao　pMgとの掛け言葉である。したがって，

これは，「鄭小平が死ななければ，まずまずの生活はやって来ない。」と

いう物騒な内容の謡である。　“去”は「死ぬ」という意味もある。句末は

”去”と“来”で対比構造をとっている。特徴：②③⑥

　【例7】晒内科不如脳外科．　　［A－88一一6］

　　　　　医者より散髪屋のほうがまし。
‘’

]外科”は比喩的に用いられており，ここでは「脳外科」ではなく，

「散髪屋」の意味である。“脳内科”という言葉は造語であり，「医者」

という意味である。医者の収入より散髪屋の収入のほうがよいことを風刺

している。　“脳内科”と“脳外科”が対比的に用いられ，口調もよく，効

果的に仕上がっている。特徴：④⑥

　【例8】干部都島酒精考験，

　　　　　喝起酒面三三斤不醇，

　　　　　吃起菜単四五盤不累，

　　　　　打起毛来六七天歩睡，

　　　　　跳起舞来祥祥都会，

　　　　　干起活画不知是錯応対．　　［B－94－3］

　　　　　幹部はみなアルコールで選抜，

　　　　　酒を飲んでも二三斤じゃ酔わぬ，

　　　　　料理を食えば四五皿じゃ疲れず，

　　　　　マージャン打てば六七日は眠らぬ，

　　　　　ダンスとなるとなんでも踊れるが，

　　　　　仕事となると是も非も分からぬ。

“酒精”」沁jTngは“烈士”j釦jTngとの掛け言葉である。すなわち，
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幹部は元々“久径別金”　（長期に渡る試練を経て選抜される）はずである

が，宴会で酒を飲んでばかりいる連中が出世する現実を皮肉っている。

「両（＝二）～七」の数字や“～起～来”が繰り返し用いられ，リズム感

のある謡となっている。特徴：①③⑤⑦

　・【例g】十f乙人黒鉱に倒，迩有一一i乙正調想．　　［M－94］

　　　　　十億の人民の九億がブローカー，その上一億は思案中。

この，「十億の人民の九億が～」という謡はかなり流行ったようで，十数

種類のヴァージョンがある。数字を巧みに取り入れ，口調のよい仕上がり

となっている。十四字の短い謡であるが，“に”が三回用いられている。

特徴：⑤⑦

　【例10】爾菜一湯生意胞光，

　　　　　四菜…痂平平常常，

　　　　　六菜一塩異輿異旺，

　　　　　　　　　　　　　　　s
は全て「一」という数字を巧みに使っている。

されて，非常に口調がいい。また，句末は“光”guang

“旺”wling，‘’方”f，i　ngとなっている。特徴：①⑤⑥⑦

　【例11】一等人面公f卜，全家老少車清福；

　　　　　二等人軸承包，吃喝標賭全扱梢；

　　　　　三等人血租賃，坐在家也掌利潤；

　　　　　四等人大売帽，吃完原告吃被告；

　　　　　五等人手犬刀，拉升肚皮要鉦包；

　　　　　六等人当演員，唖両蓋子心蒔銭；

　　　　　七等人露命体，騙完丁張編老李；

　　　　　八等人摘宣佳，隔三差五解解懐；

　　　　　九等．人当教員，山廊甘味汰不全；

　　　　　十等人位百姓，加工加点学雷縫．　　［B－94－8］

　　　　　一番手はお役人，一家全員幸せ満喫；

　　　　　二番手は請負業，飲む打つ買うは経費で落とす：

　　　　　三番手は家主さん，座ったままで利益が上がる；

　　　　　八菜一湯独覇一方．

　　　　　料理二品にスープー品

　　　　　料理四品にスープー品

　　　　　料理六品にスープー品

　　　　　料理八品にスープー品

この謡は，料理には「両（＝二）

［M－94］

商談が吹っ飛ぶ，

ごくごく平凡，

商売が繁盛，

取り引きを独占。

四、六、八」という数字を，スープに

　　　　　“菜”と“一湯”が繰り返

　　　　　　　　　，　　”常”　chang　，
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　　　　　四番手は裁判官，原告のあとは被告を食い物に；

　　　　　五番手は外科の医者，腹を切り裂き祝儀をねだる；

　　　　　六番手は俳優で，ちょいと戸出しゃ金になる；

　　　　　七番手は個人営業，誰彼かまわずペテンにかける；

　　　　　八番手は新聞記者，三日とあけず接待にありつく：

　　　　　九番手は教員で，山海の珍味とは無縁の存在；

　　　　　十番手は一般大衆。残業しては雷鋒に学ぶ。

これは，数え歌のスタイルをとっており，職業や地位の違いによる不平等

感、不公平感を巧みに謡い込んでいる。類似のヴァージョンも多い。同じ

行の奇数句末と偶数句末はほぼ韻を踏んでいる。特徴：①②⑤⑦

　【例12】外国有令‘加阜大’，

　　　　　我国上面是’象大家’，

　　　　　下面干部是’大家掌’．　　［E－89］

　　　　　外国には「カナダ」がある，

　　　　　我が国のトヅプは「みんなから取る」，

　　　　　下の幹部連中は「みんなで取る」。

“加”」猛と“家”jiaは同音であり，これは“加掌大”　（カナダ）とい

う語を用いた語呂合わせである。特徴：⑥⑧

　最後に，変わり種として，英語の単語を入れた“順口溜”を紹介してお

こう。

　【例13】人生本座Happy，何必整日Study．

　　　　　考i式只求Pass，皇到文尭Bye－bye！　　［E－89ユ

　　　　　人生は本来楽しくなくちゃ，なんで日長勉強せにやならぬ，

　　　　　試験は合格さえすればよく，卒業証書手にすりゃおさらばだ！

4．おわりに

　流行り謡の構造を，言語学的、文学的にみてみると，多くの場合，押韻、

対句、掛け言葉、比喩などの修辞的手法を巧みに用いていることがわかる。

しかし，流行り謡はあくまで作者不詳の，民衆の手による民衆の謡であっ

て，唐詩のごとき高い芸術性を具備しているわけではない。だが，他方で

は，社会の実状を的確に反映し描き出しているという意味において，流行

り謡の民俗学的意義は非常に大きい。

　換言すれば，すぐれた詩は一首のみ取り上げても高い芸術性と文学的価
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値を有するが，たとえ同時代の詩を何百首収集したところで，それらの詩

を通じてその時代の社会像を読みとることはできない。これに対して，流

行り謡は一篇のみではさほど価値のないものであるが，同時代の謡を数百

篇収集すれば，自ずとそれらの謡が生み出された時代の社会像が浮かび上

がってくる。

　これまで繰り返し述べてきたように，様々な修辞上の技巧が用いられて

いるとは言え，それは決して高度なものではなく，むしろ同一文字或いは

同一語の繰り返しといった，ごく単純な技巧である場合が多い。しかし，

その単純さ故に，非常に口調のよい，インパクトのある仕上がりを示して

いる。

　流行り謡のこうした特性を考慮した場合，謡を一つ一つ取り上げて，そ

の形式や言語構造を分析することの意義が疑問に感じられるのは，致し方

のないことである。本論では，敢えてその形式と言語構造について論じて

きたが，流行り謡を整理し，若干の分析を加えることによって，その形式

的、構造的特質を再確認することができたのは，小さいながらも収穫であ

った。

【注】

1）“副研”　（副研究員）はド大学で言えば「助教授」に相当する職称。

2）登校時、休憩時間、下校時などに，校門付近や廊下や教室内で，教師

　が学生・生徒を相手に物売りをして生活費を稼ぐ光景は珍しくない。

3）中小都市の「処長」はほぼ「県長」レベルの地位である。

4）“脳体倒捷”は，頭脳労働者の収入より肉体労働者の収入のほうが多

　いことを指す。

5）“白友嬰黒友”　（白髪の人が黒髪の人を悼んで泣く）は，知識人は給

　料が安く，栄養不良などが原因で若死にする者が多く，それらの者を

　悼んで泣くという意味。

6）宿泊所まで案内するため，日本であればさしずめ「○○会議様」とで

　も書かれたプラカードを両手に掲げている様子。

【付注】流行り謡の出所は各々の謡の末尾に略号で示した。引用文献の一

　　　連番号と対照されたい。
　［A－88一一6］一一一（13）　［A一一92－2］一一一（1）　［A－92－4］一一一（15）

　［A－92－6］一一一（19）　［A－92－8］一一一・（16）　［A－93－10］一（17）
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［A－93－11］　一一　（18）　［B－89－2］　一一　（7）

［B－94－3］一一一（14）　　　［B－94－8ユー一一（6）

［E一一89］一一一一一（2）　［F一一90］一一一一一（5）

［B－93－9］　一一　（8）

［B－89］一一一一一一（20）

［M－941　一一一　一一　（12）
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