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子守唄とは何か

－テキスト解釈のあり方を通して－

岩田遵子

|、はじめに

子守唄は、子守行為の一環として、子守する者（大人）が子守される者（子と§も）に歌い聞

かせるという性質を持つ以上、子守唄の考察は子守する者一される肴関係の視座を捨象する

ことはできない。しかし、子守唄の近年の歌訶テキスト解釈が、この視座を踏まえているか

と言えば、必ずしもそうではない。

近年の歌訶テキスト解釈の多くは、歌詞を、そのときのうたい手の心情をそのまま表出し

たものとみなしてきた。そこでは、寝させ唄に見られる「眠る子はかわいいが、眠らない子

は憎たらしい」という類の歌訶（例「寝た子はやさし起きて泣く子は面憎い_|）は、子と§もに対す

る愛情と苛立ちがストレートに表出されたものと解釈され、眠らない子どもを威嚇する類の

歌訶（例「ねんねしないと川流す｣）は、寝ないとなかなか眠らない子どもに苛立ち、「殺意」

を叩きつけたのだと解釈されてきた（松永、1964)。ここでは、うたい手が歌訶の字義通りの

心情や考えを持つと考えられ、歌詞テキストは、事実や態度を記述した発話、あるいは行為

遂行的発言として扱われている。つまり、〈うたう＞こととくはなす〉ことの差違を捨象し、

同一視することを前提としている。そして、この解釈をもとに、子守唄は子守する者の心‘|冑

を吐露する手段とみなされ、それによってカタルシスを得ると考えられたり（鵜野、1996)、

自己慰安のためのモノローグ（赤坂、1994)と考えられてきたのである。

しかし、これらの解釈は、うたい手（子守する者）にとっての子守唄の機能を考察するもの

ではあっても、それが子守りする者（大人）一子守りされる者（子と§も）関係の視座に位置づ

けられているとは言い難い。聞き手（子と．も）の存在が考盧されていないからである。仮に、

子守唄がうたい手の心情を直裁に表出するものであるなら、威嚇された子どもは恐怖に震え

おののき、子守を慕わなかったはずである。けれども、実際には、子どもは子守を慕い、実

の親以上に慕っていた場合すらあることが確認されている(1)。この事実は、子守唄をうたい

手の心情を吐露する手段と解釈することが妥当ではないことを示している。つまり、これま

での歌訶テキスト解釈は、根本的に見直されなくてはならないのである。

そこで本稿では、従来の歌詞テキスト解釈を問い直し、その上で、子守唄の歌詞テキスト

解釈のあり方について、子守りする者一される者関係の視座に立って論じたい。つまり、子

守唄の歌訶テキストは、どのように解釈されるべきなのか。子守唄をうたうことは、うたい

手にとってどのような意味を持つのか。子守りする者一される者関係の中で、子守唄はどの
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ような機能を持つのか。つまり、子守唄とは何か。

坂部恵(1990)は、日常的なくはなし〉とくかたり〉を区別し、〈かたり〉がくはなし＞に

比べて統合、反省、屈折の度合いが高く、日常生活の行為の場面からの隔絶、遮断の度合い

が高いことを、〈かたり〉とくはなし〉の時制の違いという視点から述べ、くうた〉も<かた

り＞と同様に考えられることを論じている。この論に基づけば、くうた〉とくはなし＞は同

一視されるべきではなく、それゆえ、従来の歌詞テキスト解釈の前提は問い直されなくては

ならない。そして、子守唄がくはなし＞とは異なるくうた＞として捉えうるとすれば、子守

唄を<うたう〉行為は、歌訶の字義と§おりの心情を表出したり、事実を記述することではな

く、〈かたり〉と同様、行為遂行性は屈折遮断され、現場性や臨場性から意識的に逸脱する

行為である。本槁では、歌訶テキストの言語構造分析によって、子守唄がくうた＞であるこ

とを示し、子守唄は、行為遂行性の遮断されたくかたり〉であることを示す。そして、子守

唄を<うたう〉ことは、子守をする者にとって、詩的機能が優位となる言葉の構成によって

形式化を楽しむ遊びであることを示し、そうであるがゆえに子守りする者を癒す機能を持つ

と考えられることを示したい。

||・〈うたう〉とくはなす〉は本質的に同じ行為なのか

(1)従来の子守唄の歌詞テキスト解釈の前提-<うた＞とくはなし〉を同質とみなす考え

先述のように、従来の子守唄の歌詞テキスト解釈では、歌詞を、その時のうたい手の心情

をそのまま表出したものとみなしている。例えば、守り子唄は「守り子の独白」であると言

い、「おどまいやばな泣く子の守りにゃ守りと言われてつるござる」という歌訶を

｢歌訶に忠実に」解釈して、背中の子が泣けば、守のくせに役立たずの守りだと、一方的に

叱られ憎まれるつらい気持ちをうたったもので、眠らずに泣く子へのやり場のない恨みつら

みの表れだというように守り子の,L､情と事実を読み解こうとしたり（赤坂、1994)、「ねんねこ

ろりよおころりよ、ねんねしないと川流す」という子守唄を、眠らない子と､もに対する「殺

意」を子どもにたたきつけたものだと言い、うたい手から子どもへの字義通りのメッセージ

として解釈する（松永、1964)のである。ここでは、歌詞の言葉をうたうことは、うたい手が

字義どおりの考えや感情を持つと考えられている。つまり、歌詞テキストは、事実や態度を

記述した発話、あるいは行為遂行性の高い発言として解釈されているのである。このような

解釈においては、言葉を<はなす〉ことと<うたう＞ことの同一視が前提となっており、

<はなす〉とくうたう＞の差違は捨象され、一元化されてしまう。子守唄を、字義どおりの

感情を表出したモノローグやうたい手から子どもへの行為遂行性の高いメッセージとして解

釈するのは、くうた＞とくはなし〉を同質のものとみなす考えがその前提にあるためである。

この前提は、従来のわらべ唄に関する言説に、明確に表れている。わらべ唄研究において

しばしば強調されてきたのは、歌詞が日常の話し言葉できていること、話し言葉はそれ自体、

旋律的であることである。それゆえ、わらべ唄は、話し言葉の抑揚が引き延ばされ、言葉に

潜在する旋律性が、何らかの要因で顕在化したものと考えられた。唄は、「引き延ばされた」

話し言葉としてとらえられたのである(2)。例えば、「かえるがなくからか一えろ」（ドレレ
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レレレドドレードレ）という唄の場合、「早く家に帰ろう」という気持ちが「帰ろう」という

話し言葉の抑揚を強調させる結果、「か一えろ」（レードレ）になる、というのである。唄と

話し言葉の関係をこのように捉える場合、両者の相違は、旋律が明確かそうでないかという

外形上の違いにすぎず、本質的には同じものとみなされていることになる。両者は、心的内

面を言葉によって外化するという機能面では全く同質であり、その欲求の程度によって話し

言葉になったり、唄になったりする、というのだから．

けれと．も、筆者はそのようには考えない。音楽学の立場から言えば、ある言葉を〈はなす〉

ことと〈うたう〉ことは、同一ではない。例えばツッカーカンドルが述べたように、両者は

言葉を発する人と事物や世界との関係に根本的な相違があるのであって（ツッカーカンドル、

1991)、このことは口頭に伝承されるわらべうたや子守唄なと§にもあてはまると考える。筆者

はかつて別槁(1984)で、子どもの遊びにおいて、「な－かま－にい－れて」（ドレレドレドレ）

という唄と、「仲間に入れて」という話し言葉の機能が異なり、子と§もがそれを使い分けて

いると解釈されることを述べた。つまり、子どもの欲求の程度によって唄になったり話し言

葉になったりしているのではない、と考えられたのである《，このことが示唆するのは、唄と

話し言葉は、本質的に異なるものと考えるべきだということである。

(2)坂部恵の論一<はなし＞とくうた〉を異なる発話態度とみなす考えの重要性

この点で、両者の本質的な相違を論じる坂部惠の論は注目すべきである。坂部によれば、

日常会話などの〈はなし〉と昔話などの<かたり〉には「発話行為のレベルの差といったも

のがみとめられ｣、「<はなし〉の方がより素朴、直接的であり、それに対して〈かたり〉の

ほうは、より統合、反省、屈折の度合いが高く、また、日常生活の行為の場面からの隔絶、

|析絶が高い｣。つまり、〈はなす〉が日常生活行為の場面に密着し、直接的に他者に働きかけ、

他者に緊張を強いるとう意味で行為遂行性を帯びているとすれば、〈かたる＞は「意識の屈

折をはらみ、誤り、隠蔽、欺臘、自己欺臘への可能性をはらむ」という意味で他者への働き

かけは「緊張緩和」となり、行為遂行性は屈折、遮断される、というのである。坂部は、

〈はなし〉とくかたり〉の違いを、主体の生きる時間構造によって説明し、〈かたり〉にかか

わるくむかし〉は、〈はなし〉のかかわる日常的で水平的なくいま〉という時間に対して、

直交する時間であると言い、〈はなし>一<かたり＞－くうた〉とすすむに連れて、〈いま〉に

直交する垂直の時間・空間への参入の度合いが高まるという。そして、〈はなす＞とくかた

る〉の発話態度の違いが、文章構造上では時制の違いとして表れることをヴァインリヒの

『時制論」を引用しつつ述べ、〈うたう〉とくかたる〉が同じ発話態度を持ち、それが詩の構

造に表れることをヤーコブソンの詩論を引用することによって示している。例えば、くうた＞

は詩的機能が指示的(Ieferential)機能に優位であるがゆえに、「緊張緩和」へと向かうのであ

る。

坂部の論で注目すべきことは、くうた〉〈かたり＞とくはなし＞の発話態度の違いが、言語

構造に表れていることを指摘していることである。この論に基づけば、わらべ唄や子守唄の

歌訶テキストはそれがくうた＞である以上、言語構造上、話し言葉とは違う構造を持つはず

である。そして、歌訶テキストが言語構造上くうた〉であることが明確になれば、歌詞テキ
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ストを従来のように〈はなし〉として解釈することはできないことになる唇そこで、本槁で

は子守唄の歌訶テキストの構造に着目し、分析、考察することにする。

(3)くうた〉とくはなし〉の違い－ヤコブソンの論

ヤーコブソンは言語事象における構成因子を6つ（発信者、受信者、メッセージ、コンテクス

ト、コード、接触）あげ、図lのように図示する{3'。そして、6つの因子にi､l応する機能を図

2のように図式化して示す（ヤコブ､ノン、1973)｡

発信者

二Jンテクスト

メッセージ

接触
一勺1．

一JーI、

図1

受信者

指示的機能

心 情 的 機 能 詩 的 機 能 動 能 的 機 能

交話的機能

メタ言語的機能

回2

〈コンテクスト〉に方向付けられたく指示的〉機能は、言語的メッセージの主要任務をな

す。しかし、言語使用の実態には次のような他の諸機能も付随する。その機能とは、発信者

の心情に焦点が合わされたく,L､情的〉機能、受信者へのはたらきかけを指向する〈動能的〉

機能、伝達を開始し継続しようとする<接触〉に焦点を合わせたく交話的＞機能、「発信者

または受信者が相手と同じコードを使っているか否かを確認する必要を感じるたびごとに、

発話の焦点がコード（ただし、ここにいうコードは決して一枚岩ではない）そのものにあわせられ

る」ときに発揮される〈メタ言語的機能>、そして、「メッセージそのものへの指向、メッセ

ージそのものへの焦点合わせ」であるく詩的＞機能である。

坂部が注目するのは、ヤコブソンの次のことばである。「詩的機能の指示的機能に対する

優位は、対象への関係を消し去るのでなく、それを暖昧にするのである｣。そして次のよう

に言う。「言語の他の機能をさしおいてむしろメッセージそのものを志向し、それに焦点を

合わせるとヤーコブソンの規定していた詩的機能が、現在只今の現実の発話状況への関心か

ら聞き手を〈緊張緩和＞して、－中略一<かたり〉の発話態度と多くのあい通ずるものを持

つ｣。坂部はさらにヤコブソンの次の言葉に注目する。「多義性は－中略一詩の必然的付随特

徴である」が、このことは「メッセージ自体のみならず発信者と受信者も暖昧になる｣。つ

まり、くうた〉は詩的機能が優位であるがゆえに、〈かたり＞と同様、発話態度が「緊張緩和」

であり、行為遂行性が屈折遮断されると考えられ、そのことは発信者と受信者をも暖昧にす

る、というのである。

このことは、逆から言えば、〈はなし〉は詩的機能以外の機能（主に指示的機能）が支配的

となるメッセージであり、行為遂行性が高く、発話態度は緊張を強いるものである、という

ことである。そして、発信者と受信者が明確であることになる。従来の子守唄の歌訶テキス

ト解釈は、歌詞テキストを指示的機能が優位のメッセージとして、また、発信者と受信者を

一義的かつ明確なものとして読み解いてきたという意味で、テキストを<はなし＞として解
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釈してきたと言うことができる。

けれども、子守唄の歌訶テキストは、指示的機能が他の機能に優位の言語的メッセージで

はない。詩的機能が優位なメッセージである．そこで、そのことを歌詞テキスト分析によっ

て示したい．

||｜子守唄の歌詞テキスト分析一詩的機能はどのようにしてメッセージを暖昧に

するか

よく知られているように、構造主義言語学は、言語（ラング）を二元的構造として把握す

ることを基本的な認識のひとつとしている。ソシュールは与えられた一定のコンテクスト内

に共存する辞項問の顕在的な関係を〈連辞〉と言い、各辞項と言語体系全体の潜在的な関係

を〈連合＞と呼んだ。ヤコブソンはそれを〈結合〉の軸とく選択＞の軸という二軸理論であ

らわした。例えば子どもに「hut小屋」と言う言葉を与えて、最初に頭に浮かぶ言葉を言わ

せると、二つに大別できるという。ひとつは、「thatchかやぶき屋根」「litter根わら」「

poverty貧乏」等の、与えられた語に対して換嶮的関係にあるもので、〈結合〉の軸による統

辞的隣接性のはたらきによるものである。もうひとつは、「cabin小屋」「hovelあばらや」

｢palace宮殿」「den巣窟」等の隠嶮的関係にあるもので、〈選択＞の軸による類似性のはた

らきによるものである。選択の軸のもとに潜在する相似的な言葉は、意味的相似関係にある

ものだけでなく、形態的、音韻的なものも含まれる。例えば、「pig」は音韻的類似性から

｢big」や「fig」と相似関係にある。この二軸理論をもとに、ヤコブソンは詩的機能について

論じている。

以下では、子守唄の分析を通して、詩的機能とは何かを示しながら、同時にそれがとゞのよ

うにして指示対象との関係を暖昧にし、メッセージを暖昧にするかを見ることにする。

(1)子守唄における詩的機能一音の等価性の序列化

まず、次の子守唄の詩的機能について分析することにしたい。

[例l](4)

lねむれねむれねこの子よ

2だんまれだんまれだんまの子（だんまれ；黙れ、だんま；馬）

3うっつけうっつけうしの子（うつつけ；うつ伏せになれ）

4すやすやねむれええ子じゃろ

5ほ らほられむれええ子じゃろ（宮 崎 県 東 臼 杵 郡 椎 葉 村 ）

①同じ音の繰り返し－押韻、同語反復

この歌詞テキストに見られる同じ音の繰り返しは次のようなものである。1，2，3行目

では、それぞれ「ねむれ」「だんまれ」「うつつけ」が2度繰り返され、2行目は「だんま」

が3度繰り返される。各行の「ね」「だんま」「う」は頭韻であり、「の子」が繰り返されて

いる。「ねむれ」「だんまれ」「うつつけ」は脚韻(E)である。4行目と5行目は、非常によ
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〈似た音構造である。「ねむれええ子じゃろ」は全く同じであし)、その前は「すや」「ほら」

の繰り返しである。しかも、それらはいずれも第二音（｢や｜と「ら｣）の母音が「Ajであ

る。

このような同じ音、類似した音は、音韻レベルでの相似関係にあり、選択軸のもとに潜在

する（先述)。例えば、「だんまれ」と「だんま」はそれぞれ音韻的に等価のものとして選択

軸の潜在性のうちにある。頭韻、脚韻のものもそれに類似したものと考えられる。すなわち、

｢ねむれ」と「ねこ」、「うつつけ」と「うし｣、「ねこの子」と「だんまの子」と「うしの子」

がそうである。反復される同じ言葉も同様である。これらが、繰り返され、序列化されると

いうことは、選択軸のもとに潜在する言葉どうしが、結合関係へと顕在化することであるc

ヤコブソンはこれを詩的機能として定義する。すなわち、「詩的機能は、等価性の原理を選

択の軸から結合の軸へ投影する｣。同じ語、同じ音、類似した音や類義語の繰り返しは、詩

的機能を特徴づける原理によるのである。

②韻律

韻律上の等価性も見逃せない。1行目は六音、五音、2行目は八音、五音、3行目は八音、

四音、4行目は七音、五音、5行目も七音、五音であり、同じ韻律が多く繰り返されている。

③統辞構造

1行目から3行目の統辞構造は、いずれも[動詞の命令形の反復一名訶(1行目には「よ」が

続く)］である。4行目と5行目はいずれも［間投詞の反復一動訶の命令形一名訶一助動詞の未

然形］となっている。つまり、l、2，3行目の統辞構造は同一であり、4行目と5行目の

統辞構造も同じであり、ここに統辞的な等価性が構成原理となっているのを見ることができ

る。ヤコブソンはこのような統辞構造の等価性も詩的機能を構成するものと考えている(5)。

このように見てくると、先に見た頭韻、脚韻は、文法構造と無関係ではない。1行目の

｢ね」の頭韻と2行目の「だんま」の頭韻、3行目の「う」の頭韻の3つの押韻は、3つの

行の統辞構造が同一である中にあり、また、1行目の「れ」と2行目の「れ｣、3行目の

｢け」の脚韻も同様である。それゆえ、これらは文法的押韻と言うことができる。4行目と

5行目も同じことが言えるだろう。

以上の分析に見るように、子守唄の歌詞テキストは、言語構造上、等価性の原理を構成原

理として序列化する詩的機能が優位となっている。

(2)詩的機能はどのようにしてメッセージを暖昧化するのか

それでは、詩的機能の特徴である音韻的等価性、統辞的等価性の序列化は、どのようにし

て、メッセージの指示性を暖昧にするのだろうか。

①〈かたり〉における詩的機能

同じ音、言葉や類似した言葉の繰り返し、同じ文法構造の反復は小説や落語、昔話などの

物語（<かたり>）にも多く見られる。次に示すのは、落語の中の一節である。

8
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[例2］

「おおぜいの花魁のきげんをとるんですから、大変なもんでございまして、あんまり

やさしくするてえと、当人が図にのぼせちゃう。といって、小言をいやあ、ふくれちゃ

うし、なぐりや泣くし、殺しや化けて出る。どうも困るそうですなあ、女というものは
‐2－3

。…・・・・｡」（落語「お直し」志ん生）

小言を言えばふくれること（下線l)、なぐると泣くこと（下線2)、殺すと化けて出てくる

こと（下線3）、という三つの事柄は、現実の生活において、それ自体では、何の因果関係も

論理的な関係もないことである。特に、殺すと化けて出るというのは、現実生活ではありえ

ない。けれと．も、落語を聰〈とこれら三つの事柄がある結びつきをもって聞こえてくる。そ

れは、三つの句が（下線l、2，3）、音韻的等価性を含み（二重下線の語音A音の脚韻、各下線

の最後の音「しl)、しかも文法的には「仮定形の江戸言葉う－終止形」の繰り返しであり、統

辞的等価性の原理によって序列化されているからである。「いやあ」「なぐりや」「殺しや」

はそれぞれ「言う」「なぐる」「ころす」の仮定形の江戸言葉でア列勧音の長音であり、「ふ

くれちゃうし」「泣くし」「化けて出る」は、それぞれ「ふくれてしまう」の江戸言葉「ふく

れちゃう」の終止形と助詞「し｣、「泣く」の終止形と助訶、「化けて出る」の終止形である。

つまり、音韻的、統辞的に同じ形にはめ込まれることによって、現実には何の関係もない三

つの事柄が、ある結びつきを持ち、同じ類のものとして意識されるのである。このようにし

て、構造的に平行関係にあるものは、意味上も平行性を獲得することになる。

例2の意味解釈において注目すべきなのは、三つの句の意味する内容が、現実に生じた出

来事との照応関係を問われるものではないことである。これらは、それぞれ質の異なるもの

であるように見受けられる。小言を言う、殴る、殺す、というのは、仕打ちの強さの面では

次第に増し、その仕打ちに対する反応の大きさも増大している。また、三つの事象は、それ

自体では、現実性には差がある（一般には、「小言を言うと『女』がふくれる」ことは現実にはよく

ありそうなことだが、|殺すと化けて出る」のは、あくまで物語の中のことであって現実にはあり得ない）

しかしながら、同じ形にはめ込まれ、結びつけられ、意味的に等価性を与えられることによ

って三者がある意味では等質化する。構造的等価性の序列化が意味上の等価性を含むことに

よって、三者とも非現実性を帯びるのである。志ん生は、彼が実際に花魁に小言を言った時、

その花魁の機嫌が悪くなったとか、花魁を殴ったら泣いてしまい困惑した、という体験的事

実を話しているのではないし、そのような「女」が現実に存在するというのでもない。それ

ゆえ、下線部分は、現実に生じた出来事の話ではなく、志ん生による「女」の造形と言うべ

きである。こうして、非現実性を帯びることは、指示性を暖昧にすることになる。

それゆえ、聞き手は、女の扱いにくさに困惑している男の現実的心情、という字義どおり

の意味を受け取るのではない。もし、字義どおりの現実的心情として受け取るのだったら、

この箇所では笑えない(6)。聞き手が聞くのは、語り手（志ん生）が女に困惑しながらも現実

に困惑しているわけではないこと、さらに言えば、困惑させられることをむしろ喜んでいる

のかもしれないことである。言うなれば、語り手の女に対する多義的な心情を、彼の「女」

の造形の仕方の中に聞くのである。だからこそ、この箇所で、観客は笑うことができる。こ

９



子と§も社会研究7号

のようにして暖味化したメッセージは多義的になるが、それは、その語り口（声のトーンや表

情だけでなく、言葉の選択、続辞の仕方も含めた造形の仕方）のゆえである．

以上に見たように、詩的機能（等価性の原理の序列化）は、メッセージが非現実性を帯びる

ことによって指示性を暖昧にし、多義的にするのである。

②子守唄における詩的機能

以上のような詩的機能は、子守唄の場合も同様である。例lの子守唄で、「ねむれ」と

｢ねこ｣、「黙れ（だんまれ)」と「うま（だんま)」、「うつ伏せになれ（うつつけ)」と「うし」は、

日常生活においては、何の関係もない。けれと＄も、それぞれの言葉が頭韻によって結びつけ

られ、また1，2，3行が、音韻的、韻律的、統辞的に同じ形の反復の中に置かれることに

よって、結びつく。「ねこ」、「うま（だんま)」、「うし」も同様で、指示されるものそれ自体

は互いに関係はなく、現実の生活上はそれぞれ異なる価値を持つものが、同じ形にはめ込ま

れることによって、切り離せないもののように意識され、等質化する。つまり、「ねこの子」

｢だんまの子」「うしの子」によって指示される実際の子猫、子馬、子牛がいるのではなく、

その意味で非現実性を帯びるのである。

次のような唄の場合も同様である。

１ｑ
Ｊ
１
人
旬
乙
ｑ
Ｊ
４
畠
反
Ｊ

Ｉｆｆ

泣げば山がらもつこァ来るじゃ

泣がねば海がらじょうじょ来るじゃ

あんまり泣げばかましコ下げで

袋下げでもつこァ来らァ

したは で 泣 ぐ な

(もつこ；お化け、化け物）

(じょうじよ；魚の子）

(かましこ；むしろの袋）

(青森県西津軽郡岩崎村）

１４
１
２
３
４

例ｆ

ねんねん ねん ねん ねん ねん や

ねんねした王些よい子やさかい

起きて泣く子は面憎竺

ねんねん ねん ねん ねん ねん や (兵庫県氷上郡柏原町）

例3の唄では、1行目と2行目が、統辞的にも音韻的にも等価であり、韻律的にもほぼ等

価（1行目；七音、六音、2行目；八音、六音）である。現実の生活においては、異質である

｢もつこ（化けもの)」と「じょうじよ（魚の子)」（｢もつこ」は非現実的なもの。「じょうじよ」は

現実に存在する）が、同じ形の同じ場所にはめ込まれることによって等質になり、両者とも非

現実性を帯びる。それによって、それぞれの怖いもの、よいものという価値の落差は無くな

り、泣くと悪いことがあり（怖い目に遭う）、泣かなければ良いことがあるという善悪の落差

も消失する。

例4の唄の2行目と3行目は音韻的、統辞的に類似した構造を持つ（音韻的には「子は」「い」

10
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が脚韻であり、統辞的には前半が［動詞の連体形一名訶一助詞1で同じ）ので、寝た子どもと起きて

泣<r-は等価的になり、寝た子どもは良い（｢よい子l)が、起きて泣く子と§もは悪い(|面憎い」

という価値の善し悪しは、ほぼ消失すると言ってよい。また、「ねんねした子」と「起きて

泣く子」が、実在する子と÷もを指示するのでもない。

したがって、例3や例4の類の唄を、寝る子と÷もへの愛情と、寝ない子と・もへの憎悪や威

嚇の感情をそのまま表出した唄だとする従来の解釈は、妥当とは言えない。子守する者が子

と§もを愛しく思う気持ちと寝てくれないと困るというIlil義的な,し,情を、形式にはめ込むこと

によって造形したものである。詩的機能によって行為遂行性の高いメッセージとはならず、

暖昧化し、二義的になるのである。

(3)音の等ilⅢ性は、なぜ、意味の等価性を導き出すのか

音韻的、統辞的な等価性が意味上の等価性を生ずるのはなぜか。

筆者は、言語の身体性に関係すると考える。湯浅博雄(1996)は、詩のメッセージとはそ

の意味内容にあるのではなく、意味内容と言葉の身体性が結びついたところにある、という

意味のことを次のように言う。「詩は、その意味を記す様態が、あくまでその意味と切り離

しがたく溶け合い、一体化してのみ起こる、言葉の〈事件＞あるいは出来事である｣。ここ

に言われている「意味を記す様態」とは、言葉の響き、音韻、音律、リスムなどのことであ

り、湯浅はこれらを「言葉の身体性」と言う。そして、詩の真に生き生きとした経験が可能

なのは、「詩をほかならぬその唯一無二のフォルムにおいて、つまりそれらの言葉の独特な

配置や構成において、そのリズムと音楽性に運ばれているままによむことによってのみなの

だ｣、と言う。このことは、いわゆるぐうた〉全般に当てはまると考える。

音の等価性と意味の等価性の関係について考えるとき、湯浅の論は次の二つの点で注目さ

れるべきである。第一は、言葉がそのリズムに運ばれることの重要性を説いている点である。

同じ語や同じ音、類似した音の反復、同じ統辞構造の繰り返しは、ある種のリズムを形成す

る。このようなリズムと言葉の意味理解の関係を和歌について考察した尼ケ崎彬(1988)は

次のように言う。「言葉の表面的な音に注意が集まり、深く意味を探ろうとしない傾向が生

まれる。つまり内容を充分にくみ取らないうちに、意識の表面だけはブレーキがかからずに

先へ進んでしまう。いわば、足下が重く絡まっているのに頭だけは走るのが止まらないとい

う前のめりの状態になる｣。筆者は、尼ケ崎の言う「意識の表面」を「身体のノリ」と置き

換えたい。同じ音の繰り返しによって音に注意が集まり（メッセージそのものへの焦点合わせ)、

繰り返しによって生じるリズムに身体がノル。このことが意味を深く探ろうとしない傾向を

生じ、内容を充分にくみ取らぬうちに、ノツた身体はブレーキがかからずに先へ進んでしま

う。同じ音の繰り返しは、言葉の字義を深く理解しないまま、身体のノリは先に進むという

〈前のめり＞の状態になる。このような〈前のめり〉の状態は、メッセージの意味を暖昧に

することになる。それゆえに、上の分析に見たような子守唄における音の等価的構成原理の

序列化は、指示性を暖味化することになるのである。フレーズの後に合いの手のように「ヨ

イヨイ」「コイコイ」のような卿子言葉が入れられる子守唄があるが、これは、ノリによっ

て生み出され、ノリを増幅するものと考えられる。

11
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湯浅の論で注目すべき第二の点は、くうた＞が言葉の身体的側面と意味内容との一体化に

よる「出来事」だという点である。この考えに基づくなら、二つの語句の身体的側面が等価

であれば、「出来事」も等価性を志向することになる。音的には全く等価である同音異義語

について、尼ケ崎(1988)は次の様に言う。「同音の語が繰り返される時、一瞬それが同じ言

葉の反復であるかのような錯覚を生ずる。新しい情報ではないと思う。情報の密度が薄くな

る時、理解の努力からふと力が抜ける。ところが、続く言葉によって、同じ語と見えたもの

が実は同音異義語であったことが明らかとなる。意識はあわてて解釈を訂正しなければなら

ない｣。この作業は一瞬のうちに行われるが、「一瞬とはいえ軌道にズレが生じたとすれば、

その時、語の知覚の進行に内容の理解が立ち遅れたわけであり、これもまた前のめりの状態

であると言ってよい」。

この言説で「同音の語が繰り返される時、一瞬それが同じ言葉の反復であるかのような錯

覚を生ずる」というのは、言葉の身体的側面が同じであれば、意味されるものも同じである

と受けとめてしまう、ということである。つまり、語句の音が等価的であれば、意味も等価

性を帯びるのである。そして、〈前のめり＞になることによって意味は暖昧化するのである。

<前のめり〉の状態であると言うのは、「語の知覚の進行に内容の理解が立ち遅れた」からで

あるが、これは、筆者の言い方では、身体のノリに意味の理解が立ち遅れることである。こ

のことは、同音異義語の場合だけでなく、類似した音の場合、つまり地口、語呂合わせ等の

いわゆる駄泗落にも共通することである。例lの子守唄で、「だんまれ」と「だんまの子」

は語呂合わせであり、同様に考えられる。

このように、音の等価性によって序列化された語句どうしは、言葉の身体性と身体のノリ

によって、意味も等価性を帯び、また、暖昧化する。念のために付け加えるなら、第二の点

は上述の第一の点と相互媒介的である。指示対象との関係が暖昧になれば、本来異質のもの

も等価性を帯びやすいし、また、異質のものが等価性を帯びれば、現実世界の指示対象との

関係を暖昧にならざるをえないからである。

|V.子守唄とは何か一子守りする者一される者関係における機能

前章では子守唄においては詩的機能が優位であり、その詩的機能がどのようにメッセージ

の指示性（字義どおりの意味）を暖昧にするかを歌詞テキスト分析を通して示した。そこで明

らかになったのは、子守唄はくうた＞であってくはなし＞ではない、ということである。こ

のことを踏まえ、子守唄というくうた＞について、うたい手の側から整理しておきたい。

子守唄の詩的機能の特徴から言えることは、うたい手はうたいながらくうた〉にノリつつ、

同時にノリを生み出し、あるいは、ノリを生み出しながらそれにノルことによって、現実の

世界からは「自由に」言葉を紡ぐことができるということである。もちろん「自由に」と言

っても、全く現実とは無関係な「自由」ではない。「詩的機能の指示的機能に対する優越は

指示性を消去するのではなく、暖昧にする」からである。坂部の言葉で言い換えれば、「日

常生活の行為の場面からの隔絶、断絶が高い」ということである。例lの子守唄の「ねむれ、

ねむれ、ねこの子」の頭韻では、「ねむれ」という同じ言葉の繰り返しにノリつつ、「自由に」

司勺
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言葉を紡ぐからこそ、本来「ねむれ」には壁関係の「ねこの子」が「ねむれ」に続くのであ

る。このような語呂合わせ的な言葉の反復、即ち、言語遊戯的なものが、子守唄を含むくう

た〉に多く見られるのは単なる偶然ではない:：遊戯的になることができるのは、言葉の指示

性が暖昧になり、「日常生活の行為の場面からの隔絶、断絶が高い」がゆえのことである．

言語遊戯の一つである尻取り唄（｢さよなら三角、また来て四角、四角は豆腐、豆腐は白い、白いは

うさぎ、うさぎははねる」など｡)もその典型的な例と言えるだろう。「ねんねころいち寝

た子はやさし／起きて泣く子はつらにくい／面はにくてもほべらはかわい／か

わいほくらをつれらりょか」のような子守唄も尻取り唄と同じ構造を持ち、遊戯的と言え

るだろう。

子守唄をうたう行為が、統辞的、音韻的構造の繰り返しにノリつつ、現実のある側面を造

形する言葉を「自由に」紡ぎ出す行為であるとすると、子守唄はうたい手である子守りする

者にとってどのような意味を持つと考えられるだろうか。

本田和子(1998)は、物語なとﾐの〈かたり〉には、その意味性によってメッセージを伝え

るだけでなく、その無意味性によって人を慰め、聞く者を至福の状態に導く「癒し」機能が

あることを述べた文章の中で、無意味性が音楽・リズム・韻律性と深く関わっていることを

示している。この考えは、子守唄の機能を考察する上できわめて示唆的である。子守唄が身

体的なノリによって言葉の意味を暖味化することは、無意味性を志向することに他ならない

からであり、そうだとすれば、それは「癒し」になると考えられるからである。このことは、

子守唄がそのうたい手（子守りする者）にとってのみ「癒し」になることを意味するのではな

い。聞き手（子守りされる子ども）にとっても同様と考えるべきである。統辞的、音韻的構造

の繰り返しによって紡ぎ出きれる身体的なノリ・リズムは、身体の共振によって、聞き手

(子と÷も）も感受するからである(7'･子守唄をうたう行為は、子守りする者にとっての「癒し」

であると同時に、子と§もにとっても「癒し」であると考えられるのである。このように、子

守唄は身体のノリによって意味が暖昧化されることによって、うたい手と聞き手の両者を癒

すと言えるだろう。

V.おわりに

本稿では、従来の子守唄テキスト解釈が子守りする者（大人）－される者（子と，も）関係の

中に位置付いていないことへの矛盾を指摘し、子守唄が詩的機能が指示的機能に優越的であ

るくうた〉であり、それゆえメッセージの字義的な意味は暖昧になることを、歌訶テキスト

の言語構造の分析によって明らかにした。そして、子守唄がくうた>であり、<はなし〉と

は異なること、つまり、発話者の感'|青を表出したものではなく、現実のある一面を造形する

際の形式化を楽しむ遊びであり、その形式化には言語の身体性がかかわっていることを示し、

そのことが子守りする者にとってもされる者にとっても「癒し」になることを示した。つま

り、子守りする者はおかれた境遇のつらさや悲しみをそのまま吐露する事によって自らを慰

めたのではなく、それらをくうた＞に変換することによって癒されたのであり、そのことが

それを聞く子どもをも癒したのである。

13
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このように考えるなら、子守唄が、子守りする者一される者関係を円滑にし安定化する方

向へと働く機能を持っていると言っても過言ではあるまい。子守の生活はつらいことも多く、

そのようなつらさをストレートに子と．もにぶつけたら、子とゞもとは良い関係を持続すること

は困難である‘：けれども、現実の不満やつらさや悲しさを、身体的なノリによってくうた〉

に変換し、その意味が暖昧化して曇意味性を志向することによって、うたい手である子守は

癒され、｜可時に子と§もも慰められるとすれば、l'可者の関係の恒常性に、子･守唄という身体的

な変換装置が寄与していたと考えることも可能だろう，このことは子守唄がうたわれなくな

った現代社会において、大人一子ども関係をどのように編み直すかという問題に対するある

視点を提起すると考える。

子守唄がくはなし＞とは区別されるものであること、一種のゲームであることは、既に柳

田国男(1990)も示唆的に述べている。「ただの会話ではいい得ないことを、歌の文句で遠慮

もなくいってのける」とくはなし〉とは発話態度に違いがあることを指摘し、「必ずしも悪

意を含んだいきかいではなくとも、しばしば気の利いた言葉で相手に歌い勝とうと力め」る、

と、悪意や憎しみをそのまま吐露しているのではないことを明確に述べているのである。さ

らに、「張り合うところに（中略）愉快な興奮がある」と、遊戯的な要素を持っていることを

指摘している。

なお、音の等価性は、旋律的側面も考慮される必要がある。例えば例2の「もつこァ」と

「じょうじよ」は、韻律的に三音という以外、二つの単語の音的な類似性はない。しかし、

この二つの語は全く同じ旋律にのせられる(8)ので、「もつこァ」と「じょうじよ」がうたわ

れる場合、その響きは類似性が高く、音は等価的である。また、歌詞テキストだけを見れば

韻律の異なるものも、旋律へののせられ方によって、等価的になるものも数多い。これらの

ことについては、本槁の視点がくうた〉の言語構造にあるので、割愛せざるを得なかった。

別の機会に讓りたい。

【注】

(1)横山浩司『子育ての社会史j」勁草書房、1984、藤本浩之輔『聞き書き明治の子と．も遊びと暮らし』

本邦書籍、1986

(2)例えば小島(1982)、橋本(1978)

(3)「<発信者>addresserはく受信者>addresseにメッセージmessageを送る。メッセージが有効である

ためには、第一に、そのメッセージによって関説されるコンテクストcontexI(関説対象referentという

いささか暖昧な述語で呼ばれることもある）が必要である。これは受信者がとらえることのできるも

のでなければならず、ことばのかたちをとっているか、あるいが言語化されうるものである。次に、

メッセージはくコード>codeを要求する。これは発信者と受信者に全面的に、あるいは少なくとも部

分的に、共通するものでなければならない。最後にメッセージはく接触>contactを要求する。これは

発信者と受信者との間の物理的回路・心理的連結で、両者をして伝達を開始し、持続することを可能

にするものである」

(4)例1，3，4，5，6の子守唄は、『日本のわらべ歌全集』（柳原書店）による

(5)「同一の文法概念が反復されれば、それは詩的技巧となる」R.ヤコブ､ノン1995

(6)例2で、観客は次の箇所で笑うのが一般的である。「おおぜいの花魁のきげんをとるんですから、

大変なもんでございまして、あんまりやさしくするてえと、当人が図にのぼせちゃう（笑)。といって、

14



子守唄とは何か：岩田

小言をいやあ、ふくれちゃうし、なく"りや泣くし、殺しや化けて出る（笑)。どうも困るそうですなあ、

女というものは・・・・・・・．｡」

(7)筆者は別槁（2001）で、歌の唱和が身体の共振性による身体的共同想起であり、実際に声に出して

歌っていない聞き手も、身体的同調によって潜在的に歌っていることを論じた

(8)譜例

」＝約66 西津軽郡岩崎村

採譜工藤健一

…廷 =毛菩
なげばやま力fらもつこアくる一じゃ

里一

ながねば

藷 ＝
八F．ｰ

q面

ザ ーLｰ

うみがらこ」うじ上〈る一じゃ
、－

あんまりなげばかましｺさげで

全
寺 号

ふく･ろさげでもつこγくら了したはでな〈-な
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