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チベット族掛け合い歌エレシックの構造
― 中国青海省岡察県の場合 ―

The Structure of the Tibetan Singing Dialogue Eleshik
― The case of Gangca County, Qinghai Province, China ―
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In the Qinghai Province of China, there is a Singing Dialogue known as Eleshik. In Eleshik, songs are improvised
by the singers and sung one-to-one or group-to-group. Originally, Eleshik were sung as at festivals or village
activities where people assembled, but now it is mainly sung in competitions and weddings. In this paper, I used
reproductions by informants to analyze the phrases and lyrics in order to reveal the following points related to the
structure of Eleshik:
・ Eleshik does not have fixed phrases. Its phrases are different with each person and there are many kinds.
However, commonalities can be seen in the progression of sounds. Combinations of melodies both with
and without metrical structure (metrical rhythms and non-metrical rhythm) result in two-part structures of
various types. The scale is essentially a pentatonic scale, and the singers use melodies they are personally
accustomed to.
・ Lyrics consist of two parts in a Singing Dialogue format. Its basic structure is eight words per line, three
lines per passage, and three passages per complete work. The number of lines and number of passages
is flexible and changes can be made in a variety of patterns. The content of the lyrics in each passage are
different, but they have a semantic commonality. In the final passage the Singing Dialogue technique is used
to communicate the intent of the work. There is wide variation in the content of the lyrics, which mainly use
irony and an abundance of rhetorical devices.

１.

はじめに

中国青海省のチベット族には，二人または二組が交互に歌い合うエレシックEleshikという掛け合い歌が
ある。
エレシックは，歌い手による即興(既成の歌詞または膨大な慣用句などの中から選んで自分の歌詞に適切
に変化して歌う場合も含める)歌であり，固定的な節はない。
そのやり方であるが，一対一で歌い合う場合，まず二人が対面に座る。そして先に歌う人が手に白いハダッ
ク(Khadak)を持ち，歌いながら相手に向かって歩いていき，歌い終わった時点でハダックを相手に渡して席
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に戻る(写真１)。次に相手は同様の方法で歌い返す。エ
レシックの歌詞は，相手に対する風刺や自慢が多い。手
に持つハダックは，
「本来の私の心は，このハダックの
ように白い」ということを伝えている。
二組対抗の場合，同様に対面に座り，先に歌う組の中
から任意の人が手にハダックを持って歌いはじめる。そ
して相手組の任意の人にハダックを渡す。そのハダック
をもらった人が歌い返さなければならない。このように
して勝負がつくまで歌い続ける。
こうした掛け合いの形式を持つ歌は世界各地におい
て み ら れ る こ と が 梶 丸（2013 pp.229－231）， 娜 布 其
（2012），伊野（2012）などの先行研究によって知られて 【写真１】：ハダックを持ち，歌いながら相手に向
かう。
（撮影：娜布其2016）
いる。しかしながら，その様相は一様ではなく，同じ掛
け合い形式ではあるが，歌の内容や構造など，それぞれ
独特の性格や形式を持つ。
秋田県の「掛唄」の場合，「仙北荷方節と呼ばれる民謡の旋律に即興で歌詞をつけて歌を掛け合う。歌詞
は７・７・７・５の音律（モーラ数に基づく音律）にあてはめる」
（梶丸2014 ｐ.51）。
中国貴州省プイ族の山歌の場合は「基本的に一定の旋律にさまざまな歌詞を乗せて歌われる。歌詞はぼう
大な定型句を適宜その場で改変しながら歌われることから，状況に合わせた一定の即興性を持っている」こ
とが指摘されている（梶丸 2013 p.6）。
ブータンのツァンモtsangmoは「一定の音節の組み合わせを持った４行の詩文を，一定の旋律を用い，時
に即興も交えて歌いながら，歌で対決をしたり互いの相性を判断したり，あるいは，予言や占いをしたりす
る歌を伴った遊びである」である（伊野他 2015 p.1）。
チベット歌合戦ツィッギャー tshig rgyagについて星実千代（1991 p.vii）は「 もともと農耕儀礼にまつわ
る祭りのときに集団で行われた」「一つの歌は，六音節を一節とし，四節からなる。頭韻を踏んだ形が好ま
しいとされるが，音節数を揃えることを最も重要視する」と述べる。
筆者ナブチはこれまで内モンゴルモンゴル族のデーリンチャホラボーについても研究を行ってきた。研究
（娜布其 2012 2014）によれば，デーリンチャホラボー derilcha holbooは，一定の旋律を持ち，行毎の語数を
６または７に基本とした四行の詩文を一段にし，一回１～２段の歌詞を即興的（既成の歌詞，膨大な慣用句
などを巧みに応用することを含める）に作って掛け合いをする。歌詞は主に自分を自慢し，相手に対しては
知識がないことを嘲笑う。
このように，日本→中国南部→ブータン→チベット→内モンゴルといった一連の地域を概観すると，そこ
に掛け合い歌文化の共通性と独特性が確認できる。また，このうち，青海省は，チベットと内モンゴルの中
間に位置しており，チベット族を中心に，モンゴル族，回族など様々な民族が混住している。特に，歴史的
に見れば，青海省はモンゴル族と密接な関係があり，それはモンゴル語の地名がたくさんあることからもう
かがえる。青海省は地理的にも歴史的にも，モンゴルとチベットの文化的な架け橋としてその役割をはたし
てきた。したがって本稿の対象となる青海省チベット族の掛け合い歌エレシックも，
チベットのツィッギャー
や内モンゴルのデーリンチャホラボーなどとどのような
かかわりあるか興味のあるところである。
本稿では，エレシックを対象に，その歌詞と構造を分析
し，特徴を浮かび上がらせたい。

２．調査地区概要
チベット族は中国，インド，ネパール，ブータンなどの
国に分布しているが，大部分が中国の統治下におかれてい
る。中国におけるチベット族の分布は主に西蔵自治区全
【図１】中国におけるチベット族の分布
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域，青海省，四川省，甘粛省，雲南省で
あり，それぞれ民族地域自治単位として
諸州が設けられている。これらの地域は
ウ－ツァンÜ-Tsang，アムドamdo，カム
khamといった三つの地区に分けている
（図１）。ウーツァン地区は，南はヒマラ
ヤ山脈，北は崑崙山脈，東は邛崍山脈に
囲まれた地域で，チベット自治区の東部
を除いた部分である。
アムド地区は玉樹州を除く青海省のほ
ぼ全域，および四川省のガパ州，甘粛省
の甘南州などを合わせた領域である。カ
ムはチベット自治区東部，青海省東南部，
四川省西部，雲南省北西部を合わせた領
【図２】：調査地詳細図
域である。
本研究の研究対象地は中国青海省岡察県（図２）である。岡察県はアムド地区にあり，人々は主にチベッ
ト語アムド方言を使う。青海省の東部，青海胡の北側に位置しており，海北(ハイベイ)蔵族自治州に所属し
ている。海抜3300～3800メートルで，北部は山，中部は丘陵，南は平原といった地形を持つ。青海省環湖重
点牧業区で，牧業を主業に，観光地，小麦，大麦，菜の花の栽培などを副業にしている上，５月～６月まで
は冬虫夏草の掘り出しがさかんな時期で，これも一つの副業として行われている。全県面積は1.2万平方メー
トル，人口は4.2万人(2012年)，12の民族が居住し，そのうち漢族は27.5％，少数民族（漢族以外）は72.5％で，
このうちチベット族は63.38％で，チベット仏教を信仰している。

３．調査の概要
筆者の娜布其は，2015年及び2016年に，二回の現地調査を行っている。本稿では2016年の調査を対象に
する。
調査は，
2016年６月２日から６月22日まで行った。そのうち，
６月４日には岡察県のレストラン
「ズァン ツァ
ン バ」にてインフォーマント（歌い手）によるエレシックの再現及びインタビューとビデオ記録を行った。
3.1 インフォーマントと通訳者の基本情報
今回の再現に参加したのはインフォーマント７名，通訳２名，ほかに聴衆として調査者関係者1名，それ
にレストランのオーナーとスタッフである。以下インフォーマントと通訳の情報をそれぞれA ～ Iで示す。
Ａ：
（男）チベット族，1969年に生まれ，2016年６月現在45歳，青海省岡察県沙栁河鎮の牧民。学校教育は
受けていない。放牧業。県内における大小掛け合い歌大会に多数参加し，20回ほど上位入賞。
Ｂ：
（男）チベット族，1976年に生まれて，2016年６月現在40歳，青海省岡察県沙柳河鎮の牧民。学校教育
は受けていない。放牧業。県内外大小掛け合い歌大会に参加し，30回ほど上位入賞。
Ｃ：
（男）チベット族，1977年に生まれ，2016年６月現在39歳，青海省岡察県沙栁河鎮の牧民。学校教育は
受けていない。放牧業。県内大小掛け合い歌大会に多数参加し，10回ほど上位入賞。
Ｄ：
（男）チベット族，1982年に生まれ，2016年６月現在35歳，青海省岡察県伊克烏蘭郷の牧民。学校教育
は受けていない。放牧業。県内大小掛け合い歌大会に多数参加し，上位の賞を獲得。
Ｅ：
（男）チベット族，1985年に生まれ，2016年６月現在32歳，青海省岡察県沙流河鎮の牧民。学校教育は
受けていない。放牧業。同村の歌い手と連携し，県内外の歌合戦に多数参加をし，30回ほど上位入賞。
Ｆ：
（女）チベット族，1993年に生まれ，2016年６月現在23歳，青海省岡察県沙栁河鎮の牧民。小学校卒業，
放牧業。歌合戦などに参加した経験はあまりない。
Ｇ：（女）チベット族，1994年に生まれ，2016年６月現在22歳，青海省岡察県哈爾盖鎮の牧民。学校教育は
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受けていない。放牧業。県内外の歌合戦に多数参加をし，20回ほど上位入賞。
Ｈ：
（男）通訳。チベット族，1984年に生まれ，2016年６月現在32歳。青海省化隆県回族自治県金源郷出身。
現在青海省岡察県に居住，仏教用品の店舗を経営。９歳の時寺院に入り，
29歳に還俗。寺院にいた20年間，
仏法の勉強を通してチベット語と中国語を学び，様々な経典に熟知，言語や仏教に関する幅広い知識が
ある。
Ｉ：
（女）Hの妻，通訳，蒙古族。1984年に生まれ，2016年６月現在32歳，内モンゴル自治区興安盟ジャラ
イト旗出身。現在青海省岡察県に居住，仏教用品の店舗を経営。2008年内モンゴル師範大学音楽学院卒
業。蒙古語と中国語に堪能。
インフォーマントによれば，彼らはエレシックをだれかに教わったわけではなく，好きで歌ってきたとの
ことである。人が歌っているのを聞いて覚える方法が中心で，わからないところは歌い手本人に聞いたり，
歓談の際憧れの歌い手から教わったりした。彼らは放牧生活を主としており，
夏は家畜とともに山に向かう。
学習の場は，放牧地であり，放牧をしながら，身回りの動物や山，川などを歌の相手にしたり，それらの形
や様子から歌詞を作って歌ったりしてきた。エレシックは，以前は，主に宴会や祭りの時に歌ったが，現在
は婚礼や歌合戦大会が主な歌の場となっている。彼らは県内外の歌合戦に積極的に参加する以外，婚礼の歌
い手としてよく誘われるという。婚礼においては，現在でも歌合戦が行われる。主として新郎側対新娘側の
歌合戦である。その際自分の家族や親戚に歌上手がいない時は，彼らのような歌い手を誘って歌ってもらう
という。歌い手たちにとって良い収入源になっていると思われる。
3.2 再現の実際
７名の歌い手が二人１組，計４組に分かれて歌った。Fは二 【表１】歌い手（〇）の組とウルンジェ(※)
回歌っている（表１）。
歌い手 第１組 第２組 第３組 第４組
A
※
〇
誰が誰と歌うといった決まりはなく，歌い手が互いに話し合
B
〇
い，相手と順番を決めている。歌った順に第一組，第二組，第
C
〇
※
三組，第四組と分けた。各組は20分程度掛け合いをしたが，第
D
※
〇
三者のウルンジェ Urenjie（表１では※）が説得の歌を歌えば
E
〇
〇
終了となる。ウルンジェとは，本来，掛け合いがあまりに長時
F
〇
間に渡り勝敗が付かないときに，聴衆の中から任意の一人が出
G
〇
※
てきて説得の意味の歌詞を歌う人のことを言う。昔は，掛け合
いを止めることができず，何人ものウルンジェが歌いようやく終わったこともあったそうだ。今回は時間的
に制限があったため，また歌い手も上手で勝負がつくまで歌い続けることができないため，20分程度歌った
らウルンジェが歌うという形をとった。掛け合いの実際は資料１，２の通りである。頁数の関係上，第１組
と第２組のみを掲載している。

４．取材記録の分析方法
2016年６月４日の再現の後，ビデオ記録を基に歌詞の書き下ろし，翻訳，節の採譜などを行った。資料に
示した歌詞及び節の記載と分析方法を述べる。
4.1 歌詞の分析方法
歌詞の記録に関しては，様々な困難がつきまとった。そのため以下の手順で作業を行った。
1）チベット語で書き出す。
岡察県は主にアムド方言を使用しているが，インフォーマントは地区方言を用いて歌っている。録音映像
から歌詞を書き出す際，地区方言の影響が濃く，加えてそれらは地域によっても異なっているため正確な記
載が難しい。また調査者である娜布其は，チベット語を理解しない上に，通訳の二人は岡察県出身ではない
ため，地区方言に詳しくない。さらに，取材地にはチベット語の読み書きができる人がきわめて少ない。そ
こで，まず現地の人に依頼し文字化した。次に文字化した歌詞を通訳二人が最初から記録映像を聞きながら
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対比し，録音と異なる部分を電話あるいは対面により歌い手に直接ビデオを聞かせて確認し，書き出した歌
詞と整合させた。この作業を何度もすることによってチベット語の歌詞の書き出しを完成した。なお，ここ
で言うチベット語とは，地区方言の混じったアムド語のことである。
2）チベット語の読み方をアルファベットで書き出す
次に，完成したチベット語の歌詞の読み方をアルファベットで書き出した。書き出されたチベット語の歌
詞を通訳者のＨが読み，筆者娜布其がアルファベット表記した。アルファベットの表記に関しては，地域や
民族の言葉によって表記法が様々であると思われる。今回は主としてモンゴル語と中国語のピンイン的な発
音に鑑み表記している。
3）日本語に翻訳する
日本語の翻訳に関しても紆余曲折があった。筆者はチベット語がわからず，通訳者は日本語ができない。
蔵日翻訳者を探したが見つからなかった。しかも，翻訳は青海省生まれの人である必要があるという。ラサ
など別地区の出身者であれば翻訳内容に意味的な変化が生じる可能性がある。そのため，青海省生まれの翻
訳者を探すのに苦労をしたが，結果的に西蔵大学翻訳科の大学院生に中国語への翻訳を依頼した。さらにそ
の中国語の翻訳を筆者らが日本語に訳している。
4）歌詞の分析をする
その後，歌詞の内容，構造，修辞法などについて詳細な分析を行うための作業が必要だった。本稿では主
に構造の分析をするため「数字」と「助語」に関する次の作業を行っている。
⑴「数字」について
歌詞に関しては，一回の掛け合いの中に繰り返し歌われる部分がある。これを「①②…」などの数字で表
した（例１及び資料１，２参照）。例１の場合，単実線の部分の上にある①はその「単実線上の歌詞」をこ
の数字①で表すという意味である。また，二行目から①が各行の最後に付されているが，これは本来「Wo
Xiang a yang sei ni ele shig lian gu ale ma lo lo」と歌うという意味である。この場合，２，
３，
４行目の①は「ale
ma lo lo」の省略を示している。
【例１】
①
1. Oh yeYa ri lian gu ale ma lo lo
Wo Xiang a yang sei ni ele shig lian gu ①
Ya E ben jiog eniga xia eda nju gu ①
Ya Xia ra arang ri sem hkcei nei su gu ①
⑵「助語」について
前述したようにチベット語の歌詞を書き出したが，実際のところ歌い手は，
「de，wo，yin，gu，guzi」など様々
な意味のない語を加えて歌っている。本文では意味を持たない，歌詞の数には入らない言葉である。本稿で
は，これを「助語」とした。「助語」は主に歌い手が歌いやすくするためのものだと思われる。これらの「助
語」は歌詞の意味において影響はないが，例えば押韻などに関しては大きな影響があると思われる。そのた
め，チベット語の歌詞には書いてないが，アルファベットの部分には聞き取れた「助語」を斜字で書き入れ
ている（【例２】）。
【例２】

例２のチベット語の歌詞では，「↓」で示した「・」は単語の区切りとなっており，この歌詞は８つの単
語からなっている。しかし，アルファベットの部分は10の言葉からなっている。このうち斜字で書かれてい
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る「wo」と「gu」の二つが「助語」である。資料１，２では全ての「助語」がこのように示される。
4.2

節の分析

調査記録を基に，歌い手による節を採譜したものを楽譜として示した。エレシックの節は決められたもの
はないため，一人ひとりの節は異なる。従って節の種類も多い。今回の調査では４つの組において13種類の
節が歌われた。採譜は絶対音で書き出したものではなく，調号を付けない形で書き出すとともに冒頭に開始
音の実音を「開始音の実音：a １」というように書き入れた。節の拍節ははっきりと取れないものが多く，
拍節的なようであっても微妙に揺れている。そのため基本的に詩の一行すべてを非拍節的な節として書き出
した。そのため，楽譜には拍子記号は書いてない。
節は組分けをせずに，４組の掛け合いに歌われた順にすべてを書き出した。節は短く，基本的に一部を繰
り返して歌う部分がある。その部分を反復記号「|| : :|| 」であらわした。

５．エレシックの構造
以上の作業をもとに，本稿では主に歌詞と節の構造について分析をし，その特徴を明らかにする。
5.1 歌詞の構造
5.1.1 語群による類別と全体構造
歌詞は基本的に「呼びかけ部分」と「掛け合い部分」の二部から構成されている（図３）。たとえば，資
料１- １ Oh ye Ya ri lian gu ale ma lo lo Wo Xiang a yang sei ni ele shig lian gu が呼びかけ部分となる。この部
分は，次のような性格の語群により構成されている。
gu
Wo Xiang a yang sei ni ele shig lian gu
Oh ye
Ya ri lian
ale ma lo lo
［冒頭語］［付加用語］［助語］［修飾用語］［助語］
［開始語］
［助語］
本稿では，これらをそれぞれ「冒頭語」「付加用語」
「助語」
「修飾用語」
「開始語」とする。
この事例の場合，歌の冒頭はOh yeといった無意味語で開始される。次いで，Ya ri lianという単語群が付
加される。これらは，特に意味を持たない。次いでリズムを整えるための助語guが入り，その後ale ma lo lo
といった修飾用語が付加される。この修飾用語は，無意味語群または有意味語群であり，続く掛け合いの歌
詞の行毎に修飾的に挿入される。4.1-4)で説明した丸数字に相当する。資料1-1では，各行の末尾に①と記さ
れている。その先は，助語のWoが入り，Xiang a yang sei ni ele shig lian（シャン ア ヤンでエレシックを
歌うよ）の開始語となる。この部分が掛け合いの開始を告げる。
このように呼びかけ部分は，複数の語群の組み合わせである。以下それぞれの用語を整理する。
・冒頭語：冒頭につく無意味語のOh ye（資料1, 2の波線部）
。
・付加用語：ya ri lian,ya riなどのように付加される語で特に意味を持たない（資料1, 2の点線部）
。
・修飾用語：一回の歌の中で繰り返し歌われる無意味語群または有意味語群で，続く掛け合いの歌詞の行毎
に修飾的に挿入される（資料1, 2の実線部）。
・開始語：掛け合いの開始を告げる語群（資料1, 2の二重線部）
。
これらの組み合わせは，固定的なものではなく，７つのタイプに分類される。本稿ではそれぞれのタイプ
の構成をLa ～ Lg（LはLyricsの頭文字）として図３に示した。例えばLeでは，呼びかけ部分が「冒頭語＋
修飾用語」といった二つの語群により成立し，呼びかけ部分としては，
もっとも単純な構成となっている（資
料2-2,楽譜d）。またLaのように，「冒頭部と付加用語」というように「＋」ではなく，
「と」による接続で
表記したものがある。これは節との対応関係によるもので「冒頭部と付加用語」が一つのフレーズの中で一
体化して歌われることを示している（資料1-1,楽譜１）
。
掛け合いの部分は，例えば資料１の場合，線のない斜字以外の部分が相当する。これらはL １～ L ４の４
タイプに分類され，
「掛け合い言葉」と「修飾用語」の組み合わせで成り立っている（図３）
。
「掛け合い言葉」
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は，文字通り，掛け合う内
容を示している。
「修飾用
語」は呼びかけ部分と同様
のものが組み込まれる。
5.1.2 行のまとまりによる
掛け合い部分の構造
チベット語は日本語と同
様，１音節が必ず意味を持
つものではなく，一つまた
はいくつかの音節から単語
を形成するが，歌詞数を数
えるときは，日本語と異な
り音節数ではなく単語数で
ある。エレシックの歌詞は
８つの単語を１行に，３行
を１段に，３段を一首とし
て構成されていることが基
【図３】歌詞の構造
本となっている（図４，資
料2-3など）。しかし，歌い手によってこの基本構造は様々なパターンに変容できる柔軟性を持つ。例えば，
「６
行，３段（２行×３），１首」（資料1-2），
「15行，３段（５行×３）
，１首」
（資料1-7），
「12行，２段( ６行×２)，
１首」（資料2-10）などのようにである。
段はまた内容の区切りともなっている。エレシックの歌詞は，段を単位に歌う内容が変わる。各段が直接
的に伝える内容は異なっているもののその意図する意味内容は同じである。そして，本来伝えたい意味は常
に最後の段にあり，掛け合う内容となっている（例３：資料1-3など）。
例３は８行，２段（４行×２），１首のものである。その１段目は，草原に集まった騎手に怖じ気づかな
いように，怖じ気づけば自身がだめになり，馬の良い才能が発揮できないことを，２段目では，歌の場に集
まった歌い手に，自分の能力を発揮することが出来なければ，どのような才能（佳い声）を持っていても意
味がないことを伝えている。二つの段の意味は共通しており，そして最も伝えたいのは，再後の段（二段目）
なのである。このように，エレシックの歌詞は比喩，擬人，誇張，対照などにより相手を軽蔑，風刺，自身
を自慢，賛美して歌うのである。
歌詞の構造は【図３】の通りであるが，呼びかけ部分のLa ～ Lgと掛け合い部分のL1 ～ L4をどのように
組み合わせて歌うかは歌い手による。例えば【楽譜１】はLa＋L1の組み合わせとなっている。

図４

掛け合い部分の基本構造
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節の構造
節の組み合わせの仕組み

節は歌詞と同様に「呼びかけ部分」と「掛け合い部分」の二部から構成されている。これらは，
「長い節」
「修飾用節」「本節」という形で分類できた。

楽譜１の場合，冒頭レソラの進行,Oh ye Ya ri lian guの歌詞による無拍のリズムの節で開始される（楽譜１
点線の囲み）
。これが「長い節」である。次にale ma lo loの歌詞による節が続く。楽譜の①の位置からもわ
かるようにこの節は，続く掛け合いでも繰り返し用いられる。これを「修飾用節」とした（楽譜１実線の囲
み）。その後，本来の掛け合い部に用いられる節となる。以下，節の分類を整理する。
・ 長い節：冒頭にて長く伸ばして歌う節（楽譜の点線の部分）。これは１首の歌に一度しか歌われない。
歌い手によって節が異なるが，基本的に「レソラ」の進行から始まるものが多い。
・ 修飾用節：１首の歌の中で繰り返し歌われる節である。何回繰り返しても同じ歌詞で歌う節のこと（楽
譜の実線の部分）。決められた節はなく，歌い手によって異なる。
・ 本節：１首の歌の中で繰り返し歌われる。主として掛け合いで，新たな歌詞をつけて歌う節である（楽
譜の線のない部分）。節の形は歌い手によって異なる。

【図５】節の構造
このようにして節の構造を分析すると，「呼びかけ部分」はMa ～ Md（MはMelodyの頭文字）の４タイプ
に分類された。これらは「長い節」，「修飾用節」，「本節」という３つの部分の組み合わせで成り立っている
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（図５）。
また「掛け合い部分」はM １～ M ３の３つのタイプに分類された。それらは，
「修飾用節」と「本節」か
ら構成されている（図５）。例えば，楽譜１は，
M1（本節＋修飾用節）に分類される。ここでいう「修飾用節」
と「本節」は呼びかけの部分の「修飾用節」と「本節」と同じ節であるが，違いは，呼びかけ部分において
はすべての節が一回しか歌われないが，掛け合い部分では繰り返し歌われることにある。例えば，【楽譜1】
の場合，呼びかけ部分は「長い節，修飾用節，本節，特定用節」からなっている。また掛け合いの節は二段
目の反復記号の中の部分で，「本節＋修飾用節」の繰り返しになる。
こうして節の構造は（図５）のようにまとめられた。呼びかけ部分のＭa ～Ｍｄと掛け合い部分のＭ１～
Ｍ３をどのように組み合わせて歌うかは歌い手によるも。例えば
【楽譜１】
はＭａ＋Ｍ１の組み合わせとなっ
ている。
5.2.2 音階と節の関係
【表２】 節の音階構造
節は５音階で，その音階構造
音階
楽譜と歌い手
長い節
特定用節と本節
全体
終了音
は表２の通りである。音階を「長
【楽譜１】 A １２３５６
５６１２３
５６１２３
５
い節」，
「修飾用節と本節」「全体」
【楽譜２】 B ６１２３５
３５６１２
３５６１２
６
の 三 部 分 に 分 け て 書 き 出 し た。
【楽譜３】 B １２３５６
３５６１２
３５６１２
２
「修飾用節」は「本節」とも合わ
【楽譜４】 C １２３５６
３５６１２
３５６１２
２
せて歌われることが多いため，二
【楽譜５】 D
５１２
３５６１
３５６１２
５
つの音階を一つにまとめている。
【楽譜６】 E
２５６
５６１２３
５６１２３
２
長い節には８種類の音階が使
【楽譜７】 E
２５６
５６１２３
５６１２３
２
われている。そのうち，２５６
【楽譜８】 E
２５６
５６１２３
５６１２３
５
【楽譜９】 F ２３５６１
６１２３５
６１２３５
２
と１２３５６の音階が最も多い。
【楽譜10】
G
２３５６
３５６１
６１２３５
６
「 修 飾 用 節 」 と「 本 節 」 に は ６
【楽譜11】
C
１２３５６
３５６１
３５６１２
６
種類の音階が使われ，そのうち
【楽譜12】 G
２５６１
１２３５
１２３５６
１
３５６１２と５６１２３の音階
【譜例13】 E
２５６
５６１２３
５６１２３
６
が最も多い。全体の音階を見る
と４種類であり，そのうち３５６１２と５６１２３が一番多いことがわかる。
音階構造は歌い手の個人的な節の特徴を表していると考えられる。歌い手は７人いるが，そのうち，Eは
４つの節を歌いすべての音階構造が同じであった。BとCの２つの節も同様にそれぞれ同じであった。
節の構造分析から，歌い手がいくつかの異なる節を作って歌っても，その節の音階構造が同じかまたは似
たものであると言える。そもそもどの節も半音を持たない五音音階が基本となっている。それ故に，どの節
も似たように聞こえてくる。それぞれの歌い手は，こうした音階の共通性・固定性の上に，自身の音を巡ら
せ節をつくっているのではないだろうか。しかし，この点については，さらに検討する必要がある。

６．

歌詞と節のタイプの関係性

ここまで歌詞と節の分析を通して，それぞれの構造を明らかにした。歌詞は呼びかけ部分７，掛け合い部
分４，計11タイプ，節は呼びかけ部分４，掛け合い部分３，計７タイプであった。歌詞と節の組み合わせは
歌い手によって異なるが，それぞれ関係性を照らし合わせると規則性が見えてくる。すべての楽譜に対して
図３及び図５を対応させ，組み合わせの関係性を表３にまとめた。
ここから見ると，楽譜４，９, 11の組み合わせは共通し，Lg－L4－Md－M3となっている。同様に楽譜５,
６,12の組み合わせは，Lb－L1－Ma－M1，楽譜８，13はLf－L2－Mc－M1となっている。また，楽譜１，楽
譜２，楽譜３はそれぞれ独自の組み合わせとなっている。
歌詞と節の組み合わせの全体的な対応状況は図６のようになる。
まず，一つの節のタイプに関していくつかの歌詞のタイプが歌われていることが分かる。歌詞のタイプと
節タイプは次のように対応している。
呼びかけ部分では，
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・MａにLａ，Lｂ
・MｂにLｃ
・MｃにLｄ，Le，Lｆ
・MｄにLｇ
掛け合い部分では，
・M １にL １，L ２
・M ２にL ３
・M ３にL ４
節と歌詞のタイプの対応関係は基本的
にこのようなものであり，節と歌詞の構
造は互いに密接な関係をもっていること
がわかる。どの節のタイプにどのような
歌詞のタイプが対応するかは固定的では
ないものの，図６のような基本的な枠組
みを持つのではないかと考えられる。例
えば，Maには必ずLａ，Lｂが対応する
が，Lｃ，Ld，Le，Lf，Lgが対応す
ることはない。このように考えると，
節のタイプによって歌詞のタイプが
きめられる，または歌詞のタイプに
よって節のタイプが決められるとい
う柔軟な構造を持っていると考えら
れる。

譜例
【楽譜１】
【楽譜２】
【楽譜３】
【楽譜４】
【楽譜５】
【楽譜６】
【楽譜７】
【楽譜８】
【楽譜９】
【楽譜10】
【楽譜11】
【楽譜12】
【譜例13】
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【表３】歌詞と節の関係
歌詞
節
呼びかけ
掛け合い
呼びかけ
掛け合い
部分
部分
部分
部分
La
L1
Ma
M1
Ld
L3
Mb
M2
La
L1
Ma
M1
Lg
L4
Md
M3
Lb
L1
Ma
M1
Lb
L1
Ma
M1
Le
L1
Ma
M1
Lf
L2
Ma
M1
Lg
L4
Md
M3
Le
L1
Ma
M1
Lg
L4
Md
M3
Lb
L1
Ma
M1
Lf
L2
Ma
M1

図６

節と歌詞の全体構造
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７．エレシックの構造の独自性
これまでエレシックの歌詞と節の分析を通して全体の構造を明らかにした。
こうしたエレシックの構造は，
他の地域や民族の掛け合い歌とどのような共通点と相違点を持ち，どのような独自性があるだろうか。
7.1 歌詞の構造の独自性
エレシックの歌詞は行数と段数において柔軟な構造をもっている。図４に示したように，８つの単語を１
行に，３行を１段に，３段を一首として構成する基本構造をもっているが，その行数と段数は柔軟に変化す
る。そのため，掛け合いで伝えたい意味内容をその構造を変化させることによって，長くも短くも，あるい
は，掛け合いの言葉を多様に変化させ様々に伝えることができる。これは他の掛け合い歌にあまり見えない
構造であると考えられる。例えば，秋田県の掛唄の場合，７７７５音を１段１首として完結して歌う。この
場合多少字余り字足らずは許容するが，行数の増加は基本的に見られない。また，ブータンのツァンモも６
音節を一行に，４行を１段１首として歌う。一方で，梶丸によれば中国プイ族の場合，数十句を連続して歌
うという。そこでは，七五調を基本とした文節を繰り返し行の長さを変化させている。それが基本的な旋律
パターンと連動し組み合わされている（梶丸2013）。エレシックの柔軟性はこれとは異なる。
図３に示したように，まず，エレシックの歌詞は「呼びかけ部分」と「掛け合い部分」の二部構成となっ
ている。さらに各部はいくつかのタイプに類別され，これらのタイプの組み合わせから一首の歌詞ができあ
がっている。従って各部の歌詞の長さはまずこれらの組み合わせタイプによって異なる。しかし，行毎の語
数は８が基本となっている。
呼びかけ部分は，「冒頭部」に「付加用語」と「修飾用語」，「開始言葉」を加えるかどうかによって長さ
が異なる。少なくとも一つは加えられる（図３）。これらを加えて歌うことは語数を整えるための工夫であ
ると考えられる。
そのうち，特に「付加用語」を加えるかどうかは，
「修飾用語」の長さから決定され，また「修飾用語」
の長さも「付加用語」を加えるかどうかによって決められる。「付加用語」を加えた場合の「修飾用語」は
短く，「付加用語」を加えない場合の「修飾用語」は長い。例えば「付加用語」と「修飾用語」，「開始語」
を加えた資料１－１と「付加用語」と「開始語」を加えた資料１－16，及び「修飾用語」のみを加えた資
料２－２の呼びかけ部を比較すると次の通りである（右端数字は語数）
。
例４

例５

例６

①
1-1. Oh ye Ya ri lian gu ale ma lo lo
Wo Xiang a yang sei ni ele shig lian gu ①

７
８

1-16. Oh ye Ya ri ya ri yo ya ri lian gu
Xiang ya ri ser ra ni ele shig lian yazi

７
８

⑥
2-2. Oh ye nba la yang la mu la yang lo lian lis

８

この三つの例は三人の異なる歌い手の歌詞である。例４は図３のタイプＬaで，例５は図３のタイプＬg，
例６は図３タイプのＬｂとなっている。行毎の語数は例の右に示した数字通り，例４は７．
８，例５は７．
８，
例６は８となっている。このうち冒頭のOh yeは含めていない。このように，呼びかけ部分も行毎の語数（助
語以外の無意味語と有意味語すべてを含む）８つを基本としていることがわかる。８つを足りないときリズ
ムを合わせるために助語を加えたりするとも考えられる。もちろん，資料1－3のように，基本構造に沿って
ない事例も見られるが，これらは少数である。
掛け合い部分は図４に示したように，行毎の単語数は８（この際修飾用語は語数に入らない）で歌うこと
が基本で，そのうえに長さが定型の「修飾用語」を加えるまたは加えないかといった構造になっている。
「修
飾用語」は一首の歌において同じものがくり返される。
エレシックの詩は，各部の行毎の語数８を基本とし，「付加用語」や「修飾用語」をなど加えながら，巧
みに構成されている。この構造の中で，行数と段数は歌い手によって様々に変容できる柔軟性をもっている。
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これらのことが歌詞における特徴といえる。
7.2

節の独自性

エレシックの節は，即興性をもって歌われる。採取された歌い手は，一人ひとり異なった節で歌い，その
節の種類は様々であった。日本秋田の掛唄，ブータンのツァンモ，トン族の山歌，チベットのツィギャー，
内モンゴルのデーリンチャホラボーなどは一定の旋律型をもっているが，エレシックには，それが見られな
い。とはいえ，完全な即興と決定づけることもできない。というのも旋律や音階の構造から見るならば，そ
れぞれの歌い手は，固定的な音階に従って音を巡らせ節をつくっているように見える。この点に関しては，
梶丸がプイ歌の形式において「おぼろげな記憶の中に蓄えられ，その時々で違った形に実現される曖昧な存
在」（梶丸2013 p.160）と指摘していることとも関係させながらさらに検討する必要がある。
節の基本構造の全体は，二部から構成される。それらはさらに細分類され，つながり組み合わさっていく
ために個々の歌により個性的な節が誕生している（図5）
。先のプイ族では，
「旋律の長さが自由に変化」
（梶
丸 2013 p.157）し，「旋律はいくつかの旋律パターンを組み合わせ」
（p.161）てできあがっている。この節
の柔軟性も，エレシックのそれとはまた異なっている。
エレシックの節は図５のように二部構成であり，各部はいくつかのタイプの組み合わせからなっている。
呼びかけ部分は「長い節」，「修飾用節」，「本節」から成り立っている。冒頭の「長い節」はすべてに歌わ
れるが，節の抑揚は歌い手による。「修飾用節」を加えるかどうかは歌い手による。加える場合と加えない
場合で節の構造が変化する。また「修飾用節」の長さによって，
「長い節」の長さも異なる。楽譜５，
６，
７，
８，
10，12，13の場合，
「修飾用節」が長いため「長い節」は短い。楽譜１，２，３では「修飾用節」が短いため
「長い節」が比較的に長い。楽譜４，９，11は「修飾用節」を加えない代わりに「長い節」の部分は他の楽譜
と比べてもっと長くなっている。このようにして「呼びかけ部分」の節のバランスが調整されているものと
思える。
【表４】資料と楽譜・楽譜タイプの対応表
「掛け合い部分」は「本節」と「修
飾用節」から成り立っている。
「本節」
の長さは「修飾用節」を加えること
によって異なってくる。楽譜４，９,
11のように，
「修飾用節」を加えな
い場合，
「本節」の長さは比較的長
い。「修飾用節」を加えた場合でも，
その長さによって「本節」の長さも
異なる。楽譜１，２，３，のように「修
飾用節」が短い場合本節は「修飾用
節」より長い。楽譜５，６，７，
８，10，12，13のように「修飾
用節」が長い場合，
「本節」は「修
飾用節」と同じくらいの長さに
なっている。
このように，節は様々であっ
ても，節全体の長さにはそれほ
どの差がなく，それらが表４に
示した節のタイプによって調整
されていると考えられる。
すなわち，エレシックの節は，
このようないくつかのタイプの
組み合わせから柔軟に構成され
るが，逆にこれらのタイプの組

譜例１
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み合わせによって節の長さを調整していると考えられる。
7.3

節と歌詞の関係の独自性

エレシックの歌詞と節はそれぞれの構造を持っているが，それらが密接な関係性を持って一つの歌となっ
ている。歌詞と節ともに即興的な要素が多いが，作成上は節の構造と歌詞の構造は一体化していると考えら
れる。歌う歌詞の長さによって各フレーズの長さが柔軟に対応する。例えば，楽譜１，
２，
３，
４，
９,11,の「長
い節」の部分（点線）は「冒頭部」＋「付加用語」からなっているため，
「冒頭部」のみからなっている楽譜５，
６，７，８，10，12，13よりも長くなっている。これによって，冒頭部の音階も異なってくる（表２）
。
なお，楽譜４（資料1-16），９（資料2-16），11（資料なし）の場合，歌詞と節の関係性は，他と異なる様
相を示している。ここでは節はフレーズ毎のまとまりを見せており，歌詞も行毎に意味のまとまりがある。
しかし，実際の歌においては，楽譜のフレーズの区切りと資料の歌詞の行の区切りは一致しない。
例えば，譜例１は楽譜９（資料2-16）である。歌詞の区切りは縦線の部分でフレーズの途中になっている。
しかし，実際の歌を聞くと，縦線の箇所でフレーズを区切りブレスをして歌うため，これが一フレーズの如
く聞こえ，意味の単位として理解できる。これは歌を聞かない限り理解しにくい部分である。こうした関係
性も独自性の一つと言うことができる。
さて，6.1）に述べたように，歌詞のタイプの組み合わせは歌詞の構造を決定する。それらの組み合わせ
は基本語数と関係している。また，6.2）に述べたように，節のタイプの組み合わせは節の構造を決定する。
それらの組み合わせからフレーズのまとまりを生みだしていると考えられる。こうした現象は，節と歌詞が
連動して一つの歌を生成していることによると考えられる。
【表５】 歌詞と節の関係性
節
歌詞

長い節
冒頭部

修飾用節
修飾用語

楽譜１
例４
資料1-1
音階
楽譜４
例５
資料1-16
音階
楽譜５
例６
資料2-2
音階

中
短い
冒頭部と付加用語 短い修飾用語
１２３５６
長い
なし
冒頭部と付加用語 なし
１２３５６
短い
冒頭部
２５６

長い
長い修飾用語

本節
開始語
掛け合い言葉
中
開始語
掛け合い言葉
５６１２３
長い
開始語
掛け合い言葉
３５６１２
短い
開始語
掛け合い言葉
５６１２３

修飾用節
修飾用語
短い
短い修飾用語
なし
なし
長い
長い修飾用語

先の例４，５，６で示した歌詞をそれぞれ楽譜１（資料1-1），楽譜４（資料1-16）
，楽譜５（資料2-2）と対
応させたのが表５である。
表５からわかるように，節の長さと歌詞の長さは連動している。そのうち，
「本節・開始語・掛け合い言葉」
における「開始語」「掛け合い言葉」の基本的な変化はみられない。しかし，
「長い節」
「冒頭部と付加用語」
，
「修飾用節」
「修飾用語」の組み合わせにより節と歌詞の関係が異なってくる。
「長い節」が「長い」または「中」
の場合，歌詞は「冒頭部」に「付加用語」を加えて歌う。
「長い節」が「短い」場合，
「冒頭部」の歌詞も短い。
また「修飾用節」が長い場合は「修飾用語」も長く，
「修飾用節」が短い場合は「修飾用語」も短い。さらい，
節の長さによって音階が異なる。表４から見れば，「長い節」が長い場合音階は５音階，
「長い節」が短い場
合，音階は３音のみとなっている。
このようにエレシックは，歌詞と節が相互に関係性を保ちながら歌い手による多様な表現を生みだしてい
る。

本研究は，JSPS科研費26301043の助成を受けたものです。
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資料１ 第一組 ＦとＧの掛け合い
①

1. ÂØnÃÖ³p ÃnÄÖnÅÖµn³¥Øn ŶnºnÅØnÅØp

１． Oh ye Ya ri lian gu ale ma lo lo

1. オ―イェ
ヤリレング 女歌手よ
女歌手
オゥイェ～ヤリリンク

À§nÊnÃ§nÁÖÄnµÈnŶnÀÎ¥nÅÖµp

Wo Xiang a yang sei ni ele shig lian gu ①

シャン ア ヤンでエレシックを歌うよ

ÊnƺµnųØ¥Èn¥«ÎÈn£nÆn¸ƧnÂųØ ①

Ya E ben jiog eniga xia eda nju gu ①

私と狩りに行きましょう

ÆnÄnÄÎ§nÄÎn¥ǹºnǣÖnµÈn¥ÈØ³p

Ya Xia ra arang ri sem hkcei nei su gu ①

山頂で鹿を捕捉しましょう

Ya Njong eri amar eza mer ten ni su gu ①

山間で強い駿馬を生け捕りましよう

Ya Ala hkjia u jek amer tem ni su gu ①

赤岩にてジャコウウシを捕まえましよう

Ya Aza nde eni niel na hkdal mu yo gu ①

すると絶えまなく往来する人々の伝説になる

ǰnƺµnųØ¥Èn¥«ÎÈn£nª¥nÅnÂųØ ①

Ya E ben jok eni ga jeh la enzhu gu ①

私と強盗しに行きましょう

·Änǁ¥n¶Ønƛn¸³¥nƟØ§n¸nƿ³p①

Ya Per shig bu hkda ndeg Hertong wa pel gu ①

土豪の馬小屋を奪い尽くしましよう

ǚn·nÄÎÂÎnǵ¥nŹnÂ³Ö³nÅnÃØ§p

Ya Ama pa eri leg ejia ndel la yong gu ①

向い側の河岸にいる羊群を奪いましょう

ª¥nÂ³ÎnÂƥn¸¨Ènµn³¶Ân«ºÈnÃØ³p ①

Ya Jeg nde nja ji na hua nian yo gu ①

富の盗賊行為は英雄的な義賊だ

ǰnƺµnǮn¥«ÎÈn£nÆ¥ÈnÅnÂųØ p①

Ya E ben nda ene ga shik la nzhu gu ①

私とエレシックを掛けましょう
私と「エレシック」を掛けましょう

Ya Da enian bi ayang hkda nek la ng gu ①

優雅な旋律を響かせて

①

①

ÂǇØ§nǲn³ºÄnǩn³ºÄn²ÖºnµÈn¥ÈØ³p
ŵnŧn¸ØnǇ¥n³ºÄn²ÖºnµÈn¥ÈØ³p
ǩnÂ³ÎnµÈnƓÅnµnƝ³nºØnÃØ³p

①

①

①

①

①

³nƖµn¶ÂÎn³ǅ§Ènƛn§¥nÅnÂŰ¥Èp
ǄnƟØ§n¸ŹnŮØºn©ÖµnųÅnµÈnƿ³p
Â³ÎÂÎnŶnºÖ³nÀÅnÅnÀØÅnµÈnƿ³p

①

①

Ya Ewo ktong ejia chum chin jel ni pel gu ① 万人が集まったところに辿り着き

①

Ndi ale mei xie la shok ni pe gu ①

エレシックができない人を次々に排除しよう

1

Æ¥ÈnÂ³ÎnƝÄnǉ§Ènµn«µnµÎnº§p

Ya Shig nde hkter leng na nian ne mang gu ①

②

こうしてエレシックは魅力的で有名になる
こうしたエレシックは魅力的で有名になる

2. ÂØnÃÖ³p ÃnÄÖnÅÖµp ÂnŶn¸n£În«ØµnÃp

２. Oh ye Ya ri lian gu ale wa gei nyun zha

2. オゥイェ～ヤリリング男歌手よく聞いて

ÀÎ§nÃnÄÖnÂªØ¥nµÈ nŶnÀÎ¥nÅÖµp

Ye Xiang ya ri njog ni ele shig lian gu

シャン ヤ リでエレシックを歌うから

②

ÄnºØn¥³Ø§nn¥Înƛnź¥n³£Âp

② Ye Enger mu edong ge hkda ejik herka gu

騎手の重点は姿のたくましさにある

②

ƛnź¥nnźnÃÎµnºÎµnŬÖ³nřÎnƝØÈp

② Ye Hrda hjik ezhi yin men chiel hzhi hkdi gu

試合できるかどうかはあなたの決心にある。
試合ができるかどうかはあなたの決心にある

②

²Ö¸n¸Ø§n¸Än¥Înº³ÂnÂ·Öµn³£Âp

② Ye Teb wong war ge da pen hka gu

アーチェリーの重点は指の力にある

②

º³ÂnÂ·ÖµnźnÃÎµnºÎµnº³Ân¸ÈnƝØÈp

② Ye Nda pen ejieh yin men da wi hkdi gu

試合ができるかどうかはあなたの決心にある
試合できるかどうかはあなたの決心にある。

②

µ§nŮØº¶ÂÎnųÅnµÈnÆ¥nÅÖµn³£Âp

② Ye Nang choum bi jei ni shig lian hga gu

エレシック歌手の重点は万人の集まりにある

②

Æ¥ÈnÅÖµnźnÃÎµnºÎµnŶn¸ÈnƝØÈp

② Ye Shik lian ezhi yin men ele wei hkdi gu

掛け合うかどうかは貴方の決心にある。

②

ŧÎ³n¤nÄÖÈn¸ťØÄnÅn¤ØnÄÖÈnÂƤÄp

② Ye Hkze ka ri hrkol la ku ri nder gu ②

震るえる歌声でも君の歌に掛けて行けるわ

②

②

③

3. ÂØnÃÖ³p ÃnÄÖnÅÖµn³¥Øn Ŷnºn©n¸Øp

３. Oh ye Ya ri lian gu ale ma chia o

ƹ§n¥¨Î¥nÅnÂ½ŀºÈn¶ÂÎnƛn¸Źn¼ŀp ③

Ya Hbang hjik la zom bi hkda ejia cu gu ③

草地に集まった騎手たちよ

ƛnÅnź¥nǅÖ³nµnÅnź¥nǅÖ³p ③

Da Hkda la ejih xiel na la ejih xie gu ③

競走の時自分の安全を考えないで

Ya Hkda ejik gel yo di ma jik na gu ③

きっと風に追いつく本能を壊滅させる

Da Ejik gung leh yo nu eleh ne rie la ③

従って良馬の才能を発揮させられない

ƛnź¥nťÅnÃØ³nƤÈnºnź¥nµp

③

ź¥n¥ØºnnÅ¥nÃØ³nµØn¸ǳ¥nµÎnÄÖ³p

③

③

2

Ya

3. オゥイェ～ヤリリング 女歌手よ
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Ya Chum hjik la zom bi ele wa cu gu ③

ここに集まった歌手たちよ

ŮØºn¥¨Î¥nÅnÂ½ŀºÈn¶ÂÎnŶn¸n¼ŀp ③

Da Ele shig nek elang na sek neh yin gu ③

掛けられて返す言葉がないなら

Æ¥nÅÖµn¥ÎnÃØ§nµÈnºnǉ§Ènµp

③

Ya Shik lian ge yong ni ma lang na gu ③

聞き手と同じだ

ť³nƖµnºØnÃØ³nµØn¸ǳ¥nµÎnÄÖ³ p

③

Da Hgel enian mu yo nu elak ne arei ③

従って天籟の佳音が壊滅されたことと同じ

②

4. ÂØnÃÖ³p ÃnÄÖnÅÖµp ÂnŶn¸n£În«ØµnÃp

②

４. Oh ye Ya ri lian gu ale wa gei nyun zha

4. オゥイェ～ヤリリング男歌手よく聞いて

ÀÎ§nÃnÄÖnÂªØ¥nµÈ nŶnÀÎ¥nÅÖµp

Ye Xiang ya nri njog ni ele shig lian gu

シャン ヤ リ エレシックを歌うから

②

ÈÖ§n¥Ön³£ÄnºØnÂØnºnÂ³Îp

② Ye Sang gi gar mu o ma nde gu

スノーライオンの甘乳を取りたいなら

②

ŬØÈn¸ÀØnµnÄÎµn©ÖµnưØ³nÀÎ¥n³¥ØÈp

② Ye Chi eshyo na eren qin anoh shig egi gu

真珠や宝石類を施したミルクの樽が必要

②

³ÖnºÎµnµn¸ÀØnźn³£ÂnºØn ÃÎµp

② Ye Di men na eshyo ezhi hga mu yin gu

このミルクの樽がなければ上手くできない

②

Æ¥nÊnÄnµ¥n¶Øn¤nº¼ÄnÂ³Îp

② Ye Shig a ra nek bu ka cer nde gu

甘い美酒のようなこのエレシック

②

ŬØÈnÅÖµnµnÂ³Ø³nµnǉØnÄÎ¥n³¥ØÈp

② Ye Chi lian na ndol na alu reh egi gu

掛け合いたいなら生まれながらの天賦が必要

②

³ÖnºÎµnµnÅÖµnźn³£ÂnºØnÄÖ³p ②

② Ye Di men na lian ezhi hga mu rie ya ②

このような智慧がなければ掛け合えない

5. ÂØnÃÖ³p

③

ÃnÄÖnÅÖµn³¥Øn Ŷnºn©n¸Øp

③

５. Oh ye Ya ri lian gu ale ma chia o

5. オゥイェ～ヤリリング 女歌手よ

ƟØ³n³ǄÈn¥»§n©ØÈnřÎn¥³µnÈnÁÖÄ p③

Ya Hdol ehui hkzang chi zhi adan sa ser gu ③

上側の衛蔵(チベット)は雪地域の仏地だ

§n¸µn©ØÈnºÖ³nÃÎµnÃ§nÊÖnŧØµnµp ③

Nga wen qi mei yin yang yi hkjun na gu ③

私は仏法を知らなくても良いか否か

3

ªØnÈÖÄn¶ÂÎnº¥Øµnŧ¸ÈnÊÖn¥µ§nÃp ③

Ya Jiu ser ewei ngun hkjil yi hneng ya gu ③

覚吾1尊者が私を救い出すことは可能か。

ǩn¤nÄÎn¤nŹµn¥§ÈnÄÖ³nÁÖÄp

③

De Herza ka eri ka hjian gang rie ser gu ③

言うならばチベット地区は連山雪嶺

§nª¥n¥ÈÄnÃÎµn³§nÊÖnŧØµnµp ③

Nga jih ser yin dang yi hkjun na gu ③

私はその盗人であっても良いか否か

¤§Èn«ÎnºnÆÄnµnÊÖnŬÖÄnÄºp ③

Ya Kang ne ma shier na yi chier ren gu ③

光を照らせば連山雪嶺が溶けることが可能か

ŬØ³nŶnºnÆ¥ÈnřÎnº½ŀ³nÄÖ³nÁÖÄ p③

Chio ale ma shiek zi zo erei ser gu ③

言うならば貴方はエレシックの宝庫

§nŶnºÖ³nÃÎµnÃ§nÊÖnŧØµnµp

Nga wo ale mei yin yang yi hkjun na gu ③

私は回答できなくても良いか否か

Ya Anen egun bi gum hkjiel yi aneng ya gu ③

蒼天は無知者を救い出すことが可能か

③

¥µºnƈØµn¶ØÈnº¥Øµnŧ¸ÈnÊÖn¥µ§nÃp ③
②

6. ÂØnÃÖ³p ÃnÄÖnÅÖµp ÂnŶn¸n£În«ØµnÃp

②

６. Oh ye Ya ri lian gu ale wa gei nyun zha

6. オゥイェ～ヤリリング男歌手よく聞いて

ÀÎ§nÃnÄÖnÂªØ¥n³§nŶnÀÎ¥nÅÖµp

Ye Xiang ya eri enjog dang ele shig lian gu

シャン ヤ リでエレシックを歌うから

②

§ÂÎnÊn·ÂÎnÄÎ§nÅnº¥Än¸nÃÎµp

② Ye Engei a pi rang la nger wa yin gu

私は父親の世代から打手(鍛治)だ

②

º¥Än¨Înƨ§nƋ¥Ènµ¥nŧÖn¥³Ø§nÃÎµp

② Ye Ger zhi erdong hrchik nek hkchi dong yin gu

百錬の作品を鋳造し尽くした

②

ŬØ³n³ÖnÂƥn¸ƬÄn²¸Èn¥§nµÈnÃØ³p

② Ye Chio di nzha eder tai gang ni yo gu

君みたいな人たちは足元にも及ばない

②

ŬØÈnƋ¥ÈnÅÖ¸nº§n¶Ønƨ§n¥ÎnƫØ³p

② Ye CHi hkchik lei meng bu edong ge edu gu

日夜尽くして鋳鉄の技を習得しなさい

②

§ÂÎnºnÃÎnÄ§nÅn¸ÁØnºnÃÎµp

② Ye Ngi ma yi rang la ezu ma yin gu

私は母親の世代から刺繍してきた
1

像

4

覚吾：ジョガン寺に尊奉している釈迦に摩尼十二歳などの身
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②

§Ènn¸ÁØÈnn¶n¶ɪnƟØ§nƩµnÃÎµp

② Ye Engi ezi ba bai ma hertong eden yin gu

千個花弁の蓮花の刺繍を織り尽くした

②

ŬØ³n³ÖnÂƥn¸ƬÄn²¸Èn¥§nµÈnÃØ³p

② Ye Chio di nzha eder tei gang ni you gu

君みたいな人たちは足元にも及ばない

②

ŬØÈn¸ÁØn»¥n»ī¥n»ºnÄÖnǅÖ³n¥Îµn¸ƫØ³p

② Ye CHi ezu zek zuh zan ri xie gen edu gu

日夜尽くして刺繍の技を習得しなさい

②

§ÂÎnƺµn¥ÎnÄ§nÅnŶn¸nÃÎµp

② Ye Ngei ben ge rang la ale wa yin gu

私は兄弟の世代から歌手だ

②

Æ¥Èn¨ÎnÅÖµnÊnǲnµ¥n¶ØnÃÎµp

② Ye Shek zhi lian a ri nek bu yin gu

エレシックを歌い熟し尽くした

②

ŬØ³n³Ön³§nº«ºnµn¸ƬÄn²¸ÈnºÖ³p

② Ye Chio di dang nian na hder tai mei gu

貴方は同列に論じられる可能性はない

②

ŬØ³nť³nǂnºØnÃØ³nµnÂŰ¥n¥În¸ƫØ³p

② Ye Chio hekier cha mu you na ghu ge edu gu ②

天籟の佳音があれば歌い尽くして来い

③

7. ÂØnÃÖ³p ÃnÄÖnÅÖµn³¥Øn Ŷnºn©n¸Øp

７. Oh ye Ya ri lian gu ale ma chia o

ǩnŮnÃ¥nÃ¥n¥În·ØnǇ§nµÈp ③

De
ge zhang
pu zhang
ni gu
HezaHeza
chacha
yihyih
yihyih
ge pu
ni gu
③ ③

宮殿のような蓮山の間に言えば

Ya Nzu chiong hker e hni nzha nian erie gu ③

犏牛2と私は似たものに見える

º¥ØnǲnơÄnÊÖnº«ºnƝnźnºÖ³p ③

De ngu eri ter yi nian hkda hzhei mei gu

似たものでも角が同じとは言えない

ǩnŮnÃ¥n³řÎÅnµÈnºnº«ºnµp ③

De Eza cha yih hjel ni ma nian na gu ③

蓮山間で闘角して貴方に負けるなら

º¥ØnȎn¨Øn¥¨Ø³nÅnŬØ³nÅnƟÖÄp

Ya Ngu ra jiu herjul la chio la hkter gu ③

私の角を切り取って貴方にあげる

Ya Hkdo hbang hker hzhel zhi pu zhang ni gu ③

宮殿のような草原に言えば

º½ŀnŭ§n³£Änǰn¥«ÎÈnÂƥnº«ºnÄÖ³p

③

③

ƟØ³nƹ§n³£Än³řÎÅnűÎn·ØnǇ§nµÈp ③

③

De

7. オゥイェ～ヤリリング 女歌手よ

2

犏牛：雄の赤牛と雌のヤクを交配した雑種牛

5

ƛnÂ³Øn¸nÊÖn¥«ÎÈnÂƥnº«ºnÄÖ³p ③

Ya Hkda ndu wa e eni ra nian erei gu ③

駿馬と私は似たものに見える

ź¥n¥ØºnÅ¥nÊÖnº«ºnƝnźnºÖ³p

③

Da Hejik gum leh yi nian hkda hzhi mei gu ③

似たものでも足並みが同じとは言えない

ƟØ³nƹ§n³£Än³řÎÅnµÈnºnº«ºnµp ③

Ya Hkdo hbang hker hzhi ni ma nian na gu ③

平坦な草原で走って貴方に負けるなら

§ÂÎnƄØ¥nºn¥¨Ø³nÅnŬØ³nÅnƟÖÄp③

Ngi aguh ma hjiu la chio la hkdar gu ③

私の鬣を切り取って貴方にあげる

µ§nŮØºn¶nÃ¥n¥În¥ÀÎn³řÎÅnµÈp ③

Hneng chun ba yah ge eri hzhi ni gu ③

万人が集合した場面で

ųØ¥ÈnŶn¸nŶnºnÂƥnº«ºnÄÖ³p③

Ya Zhoh ale wa ale ma nzha nian erie gu ③

男女の掛け合う者は皆歌手に見える

Æ¥Èn³ØµnǣnÊÖnº«ºnƝnźnºÖ³p ③

Da Shik dun hkza yi nian hkda ezhi mei gu ③

皆歌手でも歌の寓意が同じとは言えない

µ§nŮØºn¶ÂÎnųÈnµÈnºnº«ºnµp

Ya Hneng chun bi zhai ni ma nian na gu ③

万人が集合した場面で貴方に負けるなら

Da Ngu houkwa xia ped ni chio la hekter gu ③

私は優勝の冠帽を貴方にあげる

③

º¥Øn¿nȌnƿ³nµÈnŬØ³nÅnƟÖÄp③
②

8. ÂØnÃÖ³p ÃnÄÖnÅÖµp ÂnŶn¸n£În«ØµnÃp

②

 Oh ye Ya ri lian gu ale wa gei nyun zha
８.

8. オゥイェ～ヤリリング男歌手よく聞いて
シャン ヤ リ エレシックを歌うから

ÀÎ§nÃnÄÖnÂªØ¥n³§nŶnÀÎ¥nÅÖµp

Ye Xiang ya eri njiok dang ele shig lian gu ②

②

ŬØ³nÈÖÄn¸nÂƥÖnŷµnƟØ³nµÈnÆØ¥

Ye CHio ser wa nrei egen hkdo ni shok gu ②

②

§nÈÖÄnÂ¥Ø¥nŷµn¶ØnÂűÎ§nµÈnÂƤ¥

Ye Nga ser nguk egen bu njiang ni hdek gu ② 私は防雹師のように君の攻撃を迎える

②

§ÈnÈÖÄn³ºn¶nƤºnǄnÄnºn¸±§nµp

Ye Ngi ser dan ba dem ber ma dang na gu ②

もし貴方を打ち砕くことができないなら

②

§nÈÖÄnÂ¥Ø¥nŷµn¶ØnºÎµn¶Ènƛ¥Èp

Ye Nga ser nguh egen bu men bi hkdok gu ②

防雹師と呼ばれる資格がない。

6

雹は悪魔のように天から降ってきた
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②

ŬØ³nƍn³§nƍn©Öµnǜ³nµÈnÆØ¥

Ye Chio chi dang chi qin amei ni shiok gu ② たくさんの河の水が谷間に集約している

②

§nŮØnƍÂÎn·n¸Ø§nÂűÎ§nµÈnÂƤ¥

Ye Nga chu chi pa weng njiang ni ndek gu ②

私はそこに巌のように屹立している

②

ƍn³ºn¶nƤºnǄÄnºn¸±§nµp

Ye CHi dan ba den wer ma dang na gu ②

もし水しぶきを飛び散せないなら

②

§nŮØnƍÂÎn·n¸Ø§nºÎµn¶Ènƛ¥Èp

Ye Nga chu chi pa weng men bi hkdek gu ②

巌と呼ばれる資格がない。

②

ŬØ³nƟØ§n¸ŹnŶn¸nÂ¤ØÄnµÈnÆØ¥

Ye CHio hkdon herjia ale wa kor ni shiok gu ②

衆歌手は皆ステップを合わせて歌って来い

②

§nƟØ§n²Ø¥nŶnºnƈØµnµÈnÂƤ¥

Ye Nga hkdon tok ale ma egun hni hdek gu ②

私は歌王として恭しく待っている

②

ŬØ³nÃÎ³nÈÖºÈnǄ¥ÈnÈÖnºn¸±§nµp

Ye Chio ye siem wfek si ma dang na gu ②

もし貴方の心の妙音を振り出せないなら

②

§nƟØ§n¸ŹnŶnºnºÎµn¶ÂÎnƛ¥Èp

Ye Nga hkdon ejai ale ma men bi hkdek gu ②

歌王と呼ばれる資格がない。

③

9. ÂØnÃÖ³p ÃnÄÖnÅÖµn³¥Øn Ŷnºn©n¸Øp

�� Oh ye Ya ri lian gu ale ma chia o

¸Á§n¥ǹºnŹÈn¨µnűÎn¸µnƍ§n¼ŀp ③

Ya Erang sem eji jin zhi wan chiong cu gu ③ 明達と称される小ラマよ

©ØÈnÂ³Øµnµn³ǄÈn¥»§nǱÅnÅnÆØ¥ ③

Da Chi ndon na egui hkzang yiel la shiok gu ③

法施をしたいならユィツァン3に来てよ

©ØÈn¸£Ân¸Ɵµn¥«ÎÈn£n³ǄÈnµnÃØ³p

Ya CHi gua herden ani ga egui na yo gu ③

浩瀚な内法は均しくユィツァンに存在する

Da Chio yih chio yin na dun na chiok gu ③

貴方が字を知っているなら遠慮なく唱えてよ
貴方は字が知っているなら遠慮なく唱えてよ

ŬØ³nÃÎ¥n©Ø³nÃÎµnµn¸±Øµnµn©Ø¥

③

③

③

9. オゥイェ～ヤリリング 女歌手よ

3

チベット族の居住する地域を次のように分けている。チベット北東

部の遊牧地帯をアムド(青海)、チベット東部の遊牧地帯をカム(西康)、
チベット中央部のラサ地方をユイ(衛)、チベット南部の穀倉地帯をツ
ァン(蔵)、チベット西部の遊牧地帯をアリ(阿里)と呼ぶ。

7

n쳌香䁠㐸�䁠n쳌香䁠�쳌香䁠�䁠-�ɇ䁠�䁠��䁕 ③

Ya CHio mu chio you na hkjei na ezang gu ③

もし見極めがたい所があれば聞いた方が良い
もし見極めがたい所あれば聞いた方が良い

n쳌ɇ䁠n香䁠ࣛ䁠�쳌䁠 �䁠�ꀀɇ䁠�䁠nꀀ䁕

Da CHi chia lhek shior na ni wa chi gu ③

お経の唱えが不足なら自然と罪業を生む

③

n䁠�ꀀɇ䁠䒶䁠�ɇɇ䁠�䁠香香�䁠���䁠�ꀀ䁕③
�쳌香䁠香香�䁠���䁠�ꀀɇ䁠�䁠� �ɇ䁠䒶䁠�쳌香䁕

Ya Erdek ni ba sek na eniel ewei herji gu ③ 罪業がたまると地獄に落ちる
③

Chio enial ewei herchi na ejih ba yo gu ③

地獄に行けばきっと怖じけるでしょう

�香�䁠�ɇ䁠㐸롑�䁠香�䁠�R��䁠�㐸䁠䁤�䁠�쳌香䁕 ③

Ya Nde li ken ege eji enan herchel yo gu ③

そこには千百の転生ものがいる

�䁠�䁠香쳌�䁠롑㐸ɇ䁠�䁠�䁠n香䁠䁠�쳌香䁕③

Ya Yang wer di kan na wer qie yo gu ③

そこには極楽はありません。

�香䁠�쳌䁠n䁠R䁠�䁠�䁠㐸䁠䳘ʏ䁕

Ya Ndang hkdon erdek ejek ge ale ma cu gu ③

考えが複雑多端である女歌手よ

③

�ɇ䁠�ꀀ�䁠�䁠§쳌㐸䁠nꀀ�䁠��䁠�䁠�쳌

③

Ya Shik lian na chun chin zhei la shiok gu ③

掛け合いをしたいなら人衆へ赴いてよ

�ɇ䁠ԥ䁠�䁠�䁠䒶쳌䁠§쳌㐸䁠�䁠�쳌香䁕 ③

Ya Shek a ra nek bu chun na yo gu ③

掛け合いの最たる者はここに集まった

�쳌香䁠롑䁠�ɇ䁠㐸䁠�䁠吾ɇ䁠�䁠n쳌 ③

Wo Chio ka zhang mang na elang na chok gu ③

もし貴方が豊かで千曲知っていれば歌ってよい
もし貴方は豊かで千曲もあれば歌ってよい

��䁠㐸�䁠��䁠�쳌香䁠�䁠晦쳌ɇ䁠�䁠��䁕 ③

Ya Te me te yo na jei na ezang gu ③

もし掛け合えないなら先行した方がよい

�ɇ䁠ԥ䁠�䁠䳘䁠�䁠 �䁠R䁠�쳌䁕

Ya Shik a ri cer na la ejia yo gu ③

歌詞を使い尽くしてしまうなら面目失墜する

③

�䁠�䁠R䁠�쳌䁠�䁠쳌䁠䳘䁠���䁕 ③

Yang la ejia shior na ngu ca yin gu ③

面目失墜することは物恥じ行為になるよ

�쳌香䁠�䁠香䁠ԥ䁠³��䁠���䁠�쳌�䁠�쳌香䁕 ③

Ya Chio pa dang a ki gua jun yo gu ③

同世代や親の世代に唾罵(だば)される

�䁠㐸䁠香䁠䌀䁠㐸쳌�䁠 ��䁠Ø쳌香䁠�쳌香䁕

Yuang ma dang shi mi chia amoh yo gu ③

同屋の姉妹に風刺される。

③

8
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②

10. ÂØnÃÖ³p ÃnÄÖnÅÖµp ÂnŶn¸n£În«ØµnÃp
À§nÃnÄÖnÁÖÄnÄnŶnÀÎ¥nÅÖµp

②

10. Oh ye Ya ri lian gu ale wa gei nyun zha

Ye Xiang ya ri ser ra ele shig lian gu

10. オゥイェ～ヤリリング男歌手よく聞いて
シャン ヤ リでエレシックを歌うから

②

§ÈnºÄnÅØ¥nn¼§nºnÁÖÄnµÎnºÎµp

② Ngei mer lok cang ma ser ne men gu

私は還俗した人全てに狙いをつけたわけではない

②

³Önµ§n¥ÎnŬØ³nµÎn¸ťØÄnÅØ¥nÀÎ¥

② Ye Di neng gue chio ne hgur log shig gu

そのうち貴方は悪性に所属されるとみられる

②

ǀÎnÂ¤ØÄn¸n¸ÈºÈnµÈnÃÄnÅØ¥nǅÖ³p

② Ki Hshi kor wa sam ni yer log xie gu

世間を望みできるだけ袈裟懸けから離れ

②

źnÂǄÅn¸n¸ÈºnµÈnºÄnÅØ¥nŧÖÈ p

② Ki Ezhi nbe wa san ni mer log hji gu

財貨を貪って世事を取り囲んでいる

②

Â³ÎnÃÄnÅØ¥nºÄnÅØ¥nºÎn¼Ĳn¸ÄnµÈp

② Ye Nde yer log mer log me tsi gu wer ni

このように諸行為の中に徘徊して

②

Ƭ¥n«ÖÈn¶nÃØ³nµØnÆÖÈn¥ÎnºÖ³n£Îp

② Ye Hdek ni wa yo nu xi ge mei ge

罪業の深重を発見するところのものはない

②

¼ĲnǀÎnºnǁÄnÂ³§nŹ¥n¥ÎnºÖ³p

② Ki Tci shi ma shier ndang ejik ge mei gu

来世の因縁を懸念するところのものはない。

②

§Ènºn¥µÈnÅØ¥n¼§nºnÁÖÄnµÎnºÎµp

② Ngi ma ni loh cang ma ser ne men ja

私は嫁にした人全てに狙いをつけたわけではない

②

³Önµ§n¥ÎnŬØ³nµÎn¸ťØÄnÅØ¥nÀÎ¥

② Ye Di neng ge chio ne gur log shig re

そのうち貴方は悪性に所属されるとみられる

②

ŬØÈnźnÂǅØÄnƩµnÄÎ¥nµn³ÖnÅnÂųØp

② Chi ezhi jior hdian reh na di la nzhu gu

他人の財貨に追随して
他人の財貨を追随して

②

Ã¥nº½ĲÈnƩµnÄÎ¥nµn³ÖÈnƏÖÈnÂųØ p

② Ye Yeh nzi edian hreh na di eji nzhu gu

他人の相貌に付き従いして

②

¥µÈn·Än²ØÄnǧÄn²ØÄnÅØÄn³ŰnÂǂØ³p

② Ki Ani per tor cer tor lu egu chue na

このように諸嫁の中に徘徊して

②

¼Ĳn¥§n¥ÎnŬÎºn¥ÀÎn¸Èºn¥ÎnºÖ³p

② Ki Tci gang ge chem eri sam ge mei gu

世事の家業を望むところのものはない

9

②

ÅØnÅØµn¥ÎnÃØ³nµØnÆÖÈn¥ÎnºÖ³p

② Ki Lu lun ge yo nu xi ge mei gu

年をとっていることを発見するところのものはない

②

ŮØºnŶn¸nÃØ³n¼³nÁÖÄnµÎnºÎµp

② Ye Chum ale wa youe cai ser ne men ja

私は歌手全てに狙いをつけたわけではない

②

³Önµ§n¥ÎnŬØ³nµÎn¸ťØÄnÅØ¥nÀÎ¥

② Ye Di neng ge chio ne hgur log shik re

そのうち貴方は悪性に所属されるとみられる

②

ŶnºÖ³n¥ÎnÂ³Ø³nµÈn¥µnµnÅÖµn¥Î

② Ki Ale mei ge ndo ni gien na gu lian ge

他人は歌を歌えるわけではないと考え

②

ť³nºÖ³n¥ÎnÂ³Ø³nµÈn³ÖnÅnÅÖµn¥Î

② Ye Ergeh mei ge ndo ni di la gu lian ge

他人が歌うのはしどろもどろと思い

②

¤n·ÄnÂ¤ØÄnǧÄnÂ¤ØÄnŮØºnųÅnµp

② Ki Ka per kor cer kor chum gu zhai na

このように諸掛け合いの中に徘徊して

②

§nƟØ§n²Ø¥nŶnºnÄÎ¥n¥ÎnºÖ³p

② Ye Nga herdon to ale ma reh ge mei gu

妙音歌王の私を知るところのものはない

②

§ÈnŬØ³nƺ¥ÈnźnÃÎµnµØnÆÖÈn¥ÎnºÖ³p

② Ngi chio hbeh ezhi yin nu xi ge mei gu ②

君をいいなりにしたことを気づくこともない

③

11. ÂØnÃÖ³p ÃnÄÖnÅÖµn³¥Øn Ŷnºn©n¸Øp

③

11. Oh ye Ya ri lian gu ale ma chia o

11. オゥイェ～ヤリリング 女歌手よ

§ÂÎnƛn³£Än¶ØÂīnƄØ¥nºn³£ÄnµØnÂ³Îp③

Ngi herda ger ewei enguh ma hker nu nde gu ③

駿馬である私のこの白い鬣

ƛn¸ŹnnÂ¤ØÄn¥În¥Ã§nÀÎ¥nÃÎµp

③

Da Hkda ejia kor ge ayang shig yin ja ③

それは馬群を引きつけてくる吉兆だ

ŬØ³nƛnnºÖ³nµÎnÀÎ¥n¥ÎnÆÖÈn¥ÎnºÖ³p ③

Chio herda mei ne shig ge xi ge mei gu ③

博労でなければその意義を知らない。

ƛØÅnµ¥n¶Ønƺnǣnºơ¥nµØnÂ³Îp③

Ya Hedu nek bu hbu herza te nu nde gu ③

黒犢4である私の毛は厚くてすきまがない

§nº½ŀn¸ŹnÂ¤ØÄn¥În¥Ã§nÀÎ¥nÃÎµp ③

Nga nzu ejia kor ge ayang shig yin ja ③

それは犏牛を引きつけてくる吉兆だ
4

10
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ÁØ¥nºÖ³nµÎnÀÎ¥n¥ÎnÆÖÈn£ÎµnºÖ³p ③

Chio Sok mei ne shig ge xi gen mei gu ③

畜牧者ではなければその意義を知らない。

Â³ÎnǺÎ³n¶ÂÎnŶnÆ¥Èn¤nº¼ÄnÂ³Îp ③

Ya Nde shi bi ele shig kan cer nde gu ③

極めてユーモアである世間のエレシック

Â³ÎnǺÎ³n¶nÂ©¥n¥ÎnƮºn²ÄnÃÎµp

Nde shi ba cheh ge nan ter yin ja ③

世の中の歴史にならざるを得ない

Chio Ale mei ne shig ge xi ge mei gu ③

エレシックができない人はその意義を知らない。

12. Oh ye Ya ri ye lian gu

12. オゥイェ～ヤリ 歌うよ

③

ŶnºÖ³nµÎnÀÎ¥n¥ÎnÆÖÈn¥ÎnºÖ³p ③

12. ÂØnÃÖ³p ÃnÄÖnÅÖµp
④

④

Ŷn¸nÅØnÅØnŶnÀÎ¥nÅÖµp

ale wa lu lu ele shig ye lian gu zi （またはyazi)

男歌手よ

Ɵ¥nÆnÄnÄ§nư§nº²Øµn¶Øn¨µp ④

Herdek xia era erang nang tum bu ye jin gu④

見高で壮健な青年よ

Ezhi ku yo san ni nga ejie ye ma hqi④

自分が金持ちだと思って傲慢にならないで
自分が金持ちと思って傲慢にならないで

³¶Ân¤ØnÃØ³nÂ³Ø³nµÈnÄ§nư§nºn¼³p ④

Ki Hua ku yo ndo ni arang ye anang ma cai④

自分に度胸があると思ってうぬぼれないで

źnÂǅØÄn¸nŬØ³nÅnÃØ³nµn²§p ④

Ezhi njior owa chio la yo na ye tang ra ④

貴方は素封家になったかもしれない

Ź³nÄÎnȉ¥ÈnǀØ¥ÈnµÈn ºÖ³nµn²§np④

Ejie eri dek shok ni mei na ye tang gu ④

貴方に狩猟の技はないかもしれない

³ÖnǀØ¥ÈnµÈnǰn¥¥«ÎÈnÂƥn µn²§p④

Ye Di shiok ni e eni nzha na ye tang gu ④

ここに至って貴方と私の差別は見分け難い

ºnǄnºØnºØnŽØnÄ§nơ¥n¨µp ④

Ki Ma fwo mu mu egu erang te ye jin gu ④

相貌が普通な少女よ

Ã¥nºØnÃØ³nÂ³Ø³nµÈn§nŹÅnºnŧÖÈp ④

Ki Yeh mu yo ndo ni nga ejei ye ma hji④

自分が美貌だと思って傲慢にならないで

Ã¥nºÖ³n¶ÂÎnºÎnÅnƖÎ§nÂǀÎÈnºn¥±Ø§p ④

Ya Yeh mei bi me la aniang xi ye ma hkdon ④

美貌が貴方に及ばない人を嘲笑わないで

źn¤ØnÃØ³n¸ÈºnµÈn§nŹÅnºnŧÖÈp

④

エレシック を歌うよ

11

ť³nǂnºØnŬØ³nÅnÃØ³nµn²§p ④
Â³ÎnÆÖÈnŹnǀØ¥Èn£ÎnºÖ³nµn²§np

④

Ye Hkiet cha mu chio la yo na ye tang gu ④

貴方は人を感動させる妙音があるかもしれない

Ye Nde xi ejia shok ge mei na ye tang gu ④

貴方は豊富な経歴がないかもしれない

³ÖnǀØ¥ÈnµÈnǰn¥«ÎÈnÂƥn µn²§np④

Ye Di shiok ni e eni nzha na ye tang gu ④

ここに至って貴方と私の差別を見分け難い

ŬØ³nŶn¸nÄ§nư§nº²Øµn¶Øn¨µnp ④

Ye Chio ale wa erang nang tun bu ye jin gu ④

思いあがりの青年歌手よ

ť³n¤ØnÃØ³nÂ³Ø³nµÈn§nŹÅnºnŧÖp ④

Ki Hkie ku yo ndo nni nga ejil ye ma hkji④

人を感動させる妙音があると傲慢にならないで

§nÆ¥ÈnºÖ³ nťØÄnÅnƖÎ§nÂǀÎÈnºn¥±Ø§p ④

Nga shek mai hkor la aniang xi ye ma hkdon ④

私みたいエレシックをできない人を嘲笑わないで

ť³nǂnºØnŬØ³n¼ŀÄnÃØ³nµn²§p

④

Ye Herkie cha mu chio cu yo na ye tang gu ④

貴方は人を感動させる妙音があるかもしれない

Ŷn³Øµn¼µn¨µnÀÎ¥n ºÖ³nµn²§p④

Ye Ale dun can jin shig mai na ye tang gu ④

貴方は豊かな意味の歌をできないかもしれない

³ÖnǀØ¥ÈnµÈnÊÖn¥«ÎÈnÂƥn µn²§p④

Ye Di shiok nni e hni nzha na ye tang gu ④

ここに至って貴方と私の差別を見分け難い

③

13. ÂØnÃÖ³p ÃnÄÖnÅÖµn³¥Øn Ŷnºn©n¸Øp
§nÈnÈØ¥n¶ØÂīnǱÅnűÎnª¥n¶nÃÎµp

③

§n³ÖnÄÎ§nª¥nÅnÂųØn¥ÎnºÖ³ p③
³ųn¥³Ø§nơ¥nŹ¥nźnũ¥nµÎnºÎµp

③

§ÂÎn³ºÄnƍ§nǺØ¥nÅnÂ½ĲºnµÎnºÎµp

③

§ÈnƏÖnǉnºÂÎn¸£Ânǻ§n¸ǣÎÈnµÎnÃÎµp ③

③

13. Oh ye Ya ri lian gu ale ma chia o

13. オゥイェ～ヤリリング 女歌手よ

Nga sa sok bi ye zhi jik ba yin gu ③

私は蒙古地区にて追いはぎをしている者

Nga di rang jiek la nzhu ge mei gu ③

今朝から私は追いはぎをしないことにした

Ni Ezha erdon te ejik ezhi hjek ne men gu ③

敵と出逢うと怖がっているわけではない
敵と出逢うことに怖がっているわけではない

Da Ngei amar chiong shok la ziem ne men gu ③

命懸けを怖がっているわけではない

Ngi eji la mi gua song hersi ne yin gu ③

傑出したラマの助言に服従しているからだ

12
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Ã§nÅÈnźnÂǇÈnÂ³§nÄÖn¸Ź¸nµÎnÃÎµp ③

Yang li ezhi njei ndang rei ejie ne yin gu ③

又は因果応報を配慮しているからだ

§nųÅnŮØºn¶nƓÅn¥ÎnnÆ¥Èn¶nÃÎµp

Nga jeil chun ba hnel ge shik ba yin gu ③

私は集会(歌場)のエレシック歌手

Nga di rang shig la nzhu ge mei gu ③

今朝から私はエレシックを歌わないことにした

Na Chio ale ma te ezhi hjek ne men gu ③

歌手と出逢うことを怖がっている訳ではない

Ngi Ala yo cai cer ezhi hjek ne men gu ③

歌詞を使い尽くすことを配慮した訳ではない

·nÊnūÂÎn¸£Ân¸ǻ§n¸ǣÎÈnµÎnÃÎµp ③

Ni Pa a ki gua song hrcei ne yin gu ③

先輩の助言に服従しているからだ

ŬØÈn·ºn¤nÂ³§nÄÖnŹ¸nµÎnÃÎµp ③

Ni Qu pan ka ndang erei ejie ne yin gu ③

又は貴方が下風に落ちると配慮したからだ。

14. Oh ye Ya ri ye lian gu

14. オゥイェ～ヤリ 歌うよ

§n³ÖnÄÎ§nÆ¥ÈnÅnÂųØn¥ÎnºÖ³p
ŬØ³nŶnºnơ¥nźnũ¥nµÎnºÎµp

③

③
③

ŶnÃØ³n¼³n¼Änźnũ¥nµÎnºÎµp

③

14. ÂØnÃÖ³p ÃnÄÖnÅÖµp
④

Ŷn¸nÅØnÅØnŶnÀÎ¥nÅÖµp

④

ale wa lu lu ele shig ye lian gu zi （またはyazi)

男歌手よ エレシックを歌うよ

Ye Hekto la ser wa hkdor nei ye fwo ta④

あそこは雹に破壊された

Ki Nme ngu edu yo na siem chiong ye xi gu ④

頭に帽子のない人たちは気を付けて

ŮØºn©ÖµnŶnºnųÅnµÈnÂ¤ØÄn²Åp ④

Ye Chum chin ale ma jiei ni ye kor tai ④

歌手たちは迎えてくる

ŬØ³nŶnºÖ³nÃØ³nµnÈÖºÈnƍ§nǅØÈp

Ye Chio ale mei yo na sem chiong ye xi gu ④

掛け合いできない人たちは準備しなさい

ƟØ³nÅnÈÖÄn¸n¥±ØÄnµÈnǄ³n²Åp
ºÎnº¥ØnƧØnÃØ³nµnÈÖºÈnƍ§nǅØÈp

④
④

④
③

15. ÂØnÃÖ³p ÃnÄÖnÅÖµn³¥Øn Ŷnºn©n¸Øp

③

15. Oh ye Ya ri lian gu ale ma chia o

15. オゥイェ～ヤリリング 女歌手よ

13

À§nÃnÄÖnÁÖÄn¸ÀÎµnŶnÀÎ¥nÅÖµp

③

Ya Xiang ya ri ser eren ele shig lian gu ③

シャン ア ヤンでエレシックを歌うよ

ŬØ³nƏÖnǉnºÂÎn¥ÈÖÄnŽºnƥÖÅnÅn¸£Åp ③

Chio eji la mei ser egiem jeil la gal gu ③

傑ラマの宝箱を騾馬に載せたけれども

§nƥÖÅn¸§nź¥nÃÎµn¶nÆÖÈn¥ÎnºÖ³p

Ya Nga jei wang erjih yin ba xi ge mei gu ③

鞭打つなら疾風のようであることを知らず

③

ŬØ³n³nǲ§nŬØnÄÎÈnǹnǵnǵp ③

Ya Chio da rong chu ri ci le le gu ③

貴方は手に振鈴を持って振り続ける。

Źnº¤Èn¶ÂÎn³ƃÅnŽºnº½ŀnÅn¸£Åp③

Ya Ega ki fwei ege egein enzu la gal gu ③

智者の宝箱を犏牛に載せたけれども

º½ŀnƛØÅnź³nÃÎµnµØnÆÖÈn¥ÎnºÖ³p

Ki Nzu hekto ezhel yin nu xi ge mei gu ③

犏牛は犢の系であることを知らず

③

ŬØ³n³nǲ§n¤Ön¸Á§nǉ§ÈnÃØ³n¸Èºp ③

Ya Chio da rong ki hzang alang yo saem gu ③ 貴方はそれを利用できたと喜んでいる。

ŬØ³nŶnºnÂÎǉØnǣÖnÈÖºÈnÅn¥±³p③

Ya Chio ale mi alu hrsei shem la hertie gu ③

少女歌手の心が彼と繋ぎ合っている

Ki Chi sem mi dok yin ba xi ge mei gu ③

しかし人心は推測難いことを知らず

Ya Chi da rong ka shium shi ri ri gu ③

貴方は逆に思い切ってくどき続ける。

16. ÂØnÃÖ³p ÃnÄÖnÃnÄÖn ÃnÄÖnÅÖµn³¥Ø

16. Oh ye Ya ri ya ri yo ya ri lian gu

16. オゥイェ～ヤリヤリ ヨヤリ 歌うよ

À§nÃnÄÖnÁÖÄnµÈnŶnÀÎ¥nÅÖµp

Xiang ya ri ser ra ni ele shig lian yazi

シャン ヤ リでエレシックを歌うよ

ƟØ³nÄÎnÆØ³n¥«ÎÈnřÎn ¸Änº¼ºÈnµÈp

Hkdo ri shio eni gu zhi wer can ni gu

二つの連山が交際した所

ƍnǚnÂǈn¥«ÎÈnřÎnȉ§ÈnÂƤ¥nǣ³p

Tchi ema enzhi eni gu zhi dang ndek hersel guzi

長江と黄河が水の清さを争う

ǣØ³nºÎn³¥ØÈnº¥Ønū§Èn¸Ø³nǱÅnÄÖ³p

Herzo me egi ngu gu kong wel yel rei gu

見分けする必要はなく皆蔵から流れてきた

ÈÖºÈnnǉØn¥±³nºÖ³n¶nÆÖÈn£ÎnºÖ³p
ŬØÈn³nǲ§n¤nÆØ ºnǶnǲnǲp

③

③

14
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³ɇ䁠香ꀀ香䁠�䁠a䁠香䁠ɇ䁠�䁠���䁕

Kong dei na eza ra dang gang eri yin gu

結局源流は雪山からだ

�쳌香䁠香쳌ɇ䁠�䁠㐸ꀀ香䁠�䁠�䁠�ᦙ䁠��ɇ䁕

Herzo egi wa mei gu ge ama nzhi ani yazi

だから争う必要はない。

�쳌䁠�䁠香쳌�䁠��ɇ䁠��䁠䁠�䁠㐸䳘㐸ɇ䁠�䁕

Zhong eri egun eni gu zhi wer cam na ni

お寺と村が交際した所

n쳌ɇ䁠ɇ䁠��䁠��ɇ䁠��䁠��䁠㐸(�䁠�香䁕

Qi ser aniang ani gu zhi zhe ta hersel gu

顕密宗の宗派たちはそこで派別を弁論する

�쳌香䁠㐸�䁠香쳌ɇ䁠㐸쳌䁠³ɇ䁠R䁠䁠���䁕

Zo mu egi ngu gu kong ejia ger yin gu

弁論する必要はなく根源は皆天竺だ

³ɇ䁠香ꀀ香䁠�䁠ɇ䁠耀䁠ɇ䁠�쳌䁠ꀀ香䁕

Kong dai na sei hersang sei wu rei ya

結局根源は釈迦仏だ

�쳌香䁠香쳌ɇ䁠�䁠㐸ꀀ香䁠��䁠�䁠香쳌�䁠��ɇ䁕

Hrso egi wa mei gu ge eri egun eni yazi

だから僧と俗を弁論する必要はない。

�䁠쳌䁠�晦쳌䁠��ɇ䁠��䁠�䁠㐸䁠䳘㐸ɇ䁠�ɇ䁕

Wer rong roh eni gu zhi wer can ni

農業地と放牧地の交際した所

�䁠�ɇ䁠䒶䁠��ɇ䁠��䁠㐸nꀀ香䁠³ɇ䁠�쳌香䁠��

Xia ri ba eni zhi chie kong herso ge

よく祖先の淵源(由来)を論じて争う

�쳌香䁠㐸�䁠香쳌ɇ䁠䁠䒶쳌䁠 䰀䁠Ẉ香䁠���䁕

Herso me egi emek gu bu edong ezhi yin ya

争う必要はなく皆赤面だ

³ɇ䁠香ꀀ香䁠�䁠㐸���䁠�䁠香쳌䁠�䁠ꀀ香䁕

Kong dai na mi efwu edong jegh rei ya

結局淵源は皆ヤロン人だ

�쳌香䁠香쳌ɇ䁠�䁠㐸ꀀ 香䁠��쳌䁠�晦쳌䁠��ɇ䁕

Zuo egi wa me gu endek rong nzhok eni yazi

だから農と牧を争う必要はない。
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資料２ 第二組 ＣとＥの掛け合い
⑤

1. ������䁕 ��������������䁕��������䁕

1. Oh ye gu leng lang ge lang gu ya ri lian

1. オゥイェ～グルンルンゲルン 歌うよ

�������������������������䁕

Xiang a yang ser ni ele shig lian gu ⑤

シャン ア ヤン 思い存分にエレシックを歌う

⑤

������������������������䁕

⑤

⑤

Ega eden ser ra nri hbon sem gu ⑤

ガンダン セラ ジエフンの三大寺院は
ガンダン、セラ、ジエフンの三大お寺は

�������������������������������䁕 ⑤

Qu ndu henek hekdan bi njion kong rei gu ⑤

顕密な宗教の源泉
亜密な宗教の源泉

�����������������������䁕 ⑤

Eji ela ma egu amer saru wu jin gu ⑤

赤と黄色の帽子をつけた偉いラマ
赤と黄色の帽子をつけた偉いラマは

�����������������������������䁕 ⑤

Chiel ega erdian ser chi yih nu rei gu ⑤

貴方はガンデン金殿の主宰だ
ガンデン金殿の主宰だ

��������������������������䁕 ⑤

Qu da ndun wan chiong gang ge yin gu ⑤

読経の小僧はどこから来たか？

����������������������������䁕 ⑤

Qu ser eniang zhen ta zhi nzha yo gu ⑤

どの教派の学僧か？

�����������������������䁕⑤

Eri egul la emeh la edang la sem gu ⑤

ゴラ、ムラ、ダンラの三大山

����������������������䁕 ⑤

Hkda ndu wei pa sa pa ye yin gu ⑤

跳び走る駿馬の生息地

Herda jiu hri hkter ge ka anguh jin pu gu ⑤

走り跳ぶ雪白たてがみの駿馬は
走り跳ぶ雪白たてがみの駿馬

Edel shig sei xiang lian hkjiu nu yin gu ⑤

草原に飛ぶ鷹だ
貴方は草原に飛ぶ鷹だ

Herda da herjih tor ri gang ge yin gu ⑤

慢歩の小駿馬の貴方はどこからきたか
慢歩の小駿馬貴方はどこからきたか？

Chio ejik ge wang hersel zhi nzha yo gu ⑤

奔速度はどれぐらいか？

Hekdo ega ri ehwei hercang a ndu sem gu ⑤

アリ、ウィツアン、アムド三大蔵区は
アリ
ウィツアン アムド三大蔵区は

����������������������������䁕

⑤

����������������������������䁕

⑤

����������������������䁕 ⑤
��������������������������䁕 ⑤
����������������������������䁕

⑤
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ŶnǣÖ³nÄÎ¥Èn¥«ÎÈnřÎnÂǆ§nū§ÈnÃÎµp
ť¥nųÎn©n¨µn¥În¥ÈÄnǄn§p

⑤

⑤

ųÅnŮØºn¶ÂÎnƟØ§n¸ŹnÂǄºnºÎÂÎnÃÎµp
Æ¥Èn³nÅÖµnŶnºn¥§n¥ÎnÃÎµp

⑤

⑤

ŬØ³nÅÖµn¥ÎnŶnÆ¥Èn¨ÎnÂƥnÃØ³p

⑤

Ale hercei re ani zhi njiong kong yin gu⑤

歌と舞の発祥地

Hekeh zhi chia jin ge ser fwo enga gu ⑤

ベルトに刀をつけた若造の男

Jei chum bi hektong ejia nben mi yin gu ⑤

私は宴会喜悦の歌手

Shik da lian ale ma gang ge yin gu ⑤

慢声の女貴方はどこからきたか

Chio lian ge ele shig zhi nzha yo gu ⑤

掛け合いの量限はどれくらいか

⑥

2. ÂØnÃÖ³p Â¸ÂnÅnÃ§nÅnºØnÅnÃ§nÅÖµp

２. Oh ye nba la yang la mu la yang lo lian lis

2. オゥイェ～バラインラムラヤン歌うよ

§nƛØÅnÅÎnµ¥n¶ØÂīnȎnǣÖnǂp

Nga herdo le nek bi hra hersei cha ⑥

黒い小牛の角先は細いが

ȎnǣÖnǂnÃ§nȎn¥±Î§nǏØºp ⑥

Hara hersei cha yang era hkdon ebun ⑥

角の奥が大きくて太い

§nŭ§n³£Änº½ŀnÃÎnº©Ö³nū§ÈnÃÎµp ⑥

Nga chiong hker nzu yi chie kong yin ⑥

それは無限の力を持つ犏牛

ơ¥nŹ¥nµÎnÃØ³nµn³¥Ân²Ø¥nÃÎµp ⑥

Teu ejik ne ra yo na ega to yin ⑥

それと腕(高下)比べをすることは光栄だ

§nÂ³ØnÄÎ¥Ènƛn·ØÂnī ǹ¥n¸ÀÎnǂp ⑥

Nga ndu rih herda pi seh nrzhi cha ⑥

疾走する駿馬の足は繊細が

Â³Înǹ¥n¸ÀÎnǂnÃ§nǹ¥n¥±Î§nǏØºp⑥

Nde sek erzhi cha yang seh herdang ebum ⑥

その馬蹄が大きくて太い

§n¤n³£Änš§n¥Înº©Ö³nū§ÈnÃÎµp

Nga kaheker hejing ge chie kong yin ⑥

それは灰色の野馬だ

¸§ÈnÀÎ¸nµÎnÃØ³nµn³¥Ân²Ø¥nÃÎµp ⑥

Wang shi ne yo na ega to yin ⑥

当方の歌い手は歌の里

§nųÅnűÎnŶnºÂÎn§¥nŽØnÃ§Èp ⑥

Nga jei zhi ale mi ngeh egu yang ⑥

それは浮世の歌手の家族だ

⑥

⑥

⑥
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§¥nŽØnÃ§ÈnÆÎ§nť³n§¥n¸³Öp ⑥

Ngeh egu yang xiang hekie ngeh erdi⑥

上手に歌えるだけじゃなく、声が素敵

§nǺÎ³n¶n¼§n¥În¸ź³n¶nÃÎµp ⑥

Nga shi ba cang ge ejel ba yin⑥

それと腕比べすることが好きだ

Æ¥ÈnnÅÖµnµÎnÃØ³nµn³¥Ân²Ø¥nÃÎµp ⑥

Shek lian ne yo na ega tok yin⑥

それと掛け合えるなら嬉しい。

⑤

3. ÂØnÃÖ³p £ØnÅ§nÅ§n¥ÎnÅ§pÃnÄÖnÅÖµp

３. Oh ye gu leng lang ge lang gu ya ri lian

3. オゥイェ～グルンルンゲルンヤリ歌う

ÀÎ§nÊnÃ§nÁÖÄnµÈnŶnÀÎ¥nÅÖµp

⑤

⑤

Xiang a yang ser ni ele shig lian gu ⑤

シャン ア ヤン 思い存分にエレシックを歌うよ

³¥ÂnƩµnÈÖÄnÄnÂǇÈnƺ§Èn¥ǹºp ⑤

Hga hden sei ra nri hbon sem gu ⑤

ガンダン、セラ、ジエフンの三大お寺は

ÂªÅnÆÖÈnµnǅÎµnǳ¸Èn©ÖnÈnÄÖ³p ⑤

Njia xi na shen alai qi sa rie gu ⑤

誠心拝仏なら万事の成功を助けてくれる

ÂªÅnºnÆÖÈn³¥Ön¸ťÈn¥§n¸»µnÃÎµp⑤

Njia ma xi egi herki gang zan yin gu ⑤

心根が純でなければ拝完無用だ
心根が純でなければ拝観無用だ

ÄÎnŷØ³nÅnǝ¥nÅnnnƩ§nÅn¥ǹºp⑤

Nri egu la emeh la erdang la sem gu ⑤

ゴラ、ムラ、ダンラの三大山

ÂųØnÆÖÈnµnn³ǄÈnǱÅn¥§n«ÖnÄÖ³p

⑤

Nru xi na ehwei ye gang ni rie gu ⑤

越える道を熟知していればラサは目の前

ÂųØnºnÆÖÈnÅºn²¥n¨ÖnÄÎ§nÃÎµp⑤

Nzhu ma xi lan thuh ji rang yin gu ⑤

越える道を熟知ではないなら無駄で逆だ

Ŷn¤nº¼ÄnǣÖnº¼ÄnÆ¥nµ¥n¥ǹºp ⑤

Ale ka thuer hksi thuer shig nek sem gu ⑤

ガチャ ゼチャ シャナの三大レシック
ガチャ、ゼチャ、シャナの三大レシック

ÅÖµnÆÖÈnµnn§¥nÅn¥§n¸³ÖnÃÎµp

Lian xi na ngeh la gang edi yin gu ⑤

知っていればすらすら歌える

Lian ma xi ngu ca niu hkjie yin⑤

知らないなら人も名誉も損する
知らないなら人も名義も損する

⑤

ÅÖµnºnÆÖÈn§Øn¼n«Ønƻ³nÃÎµp ⑤
⑥

4. ÂØnÃÖ³p Â¸ÂnÅnÃ§nÅnºØnÅnÃ§nÅÖµp

⑥

４. Oh ye nba la yang la mu la yang lo lian lis
18

4. オゥイェ～バラインラムラヤン歌うよ
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第９巻

第２号

¤ÎÈn¥Ø§nºn¸ÄnºnÀØÅnºn¥ǹºp ⑥

Ki gung ma war ma shio ma sem ⑥

上部中部下部三火口がある

ūÈn¥Ø§nµÈnºnÂǄ³nÂǇØ§nÅºnÃÎµp ⑥

Ki gung ni ma nbel nzhong leiam yin⑥

上部の道はいけないで、それは野ヤクの道
上部の道はいけない それは野ヤクの道

Ȏn¸ƟµnµÈnÃØ§nµnũ¥nư§n©Öp ⑥

Era hrden ni yong na hrjeh enang qi⑥

角を立て向かって来るのは恐怖だよ

ŬØ³nÅÈn§µnȎnº¥Øn nº½ĲÄnµn²§p⑥

Chio li ngen era gu nzer na tang ⑥

悲運の貴方は角撞きにされるかも
悲運の貴方は角撞くにされるかも

¤ÎÈn¸ÄnµÈnºnÂǄ³nƟ¥nÅºnÃÎµp ⑥

Ki wer ni ma bel hrdeh leiam yin ⑥

中部の道はいけない それは危険な道だ
中部の道はいけないで、それは危険な道だ

Ɵ¥nº©Ø§ÈnµÈnÃØ§Ènµn³£ÂnºØnÄÖ³p ⑥

Herdek chiong ni yong na hga mu rie ⑥

もし虎がいればとても危険だ

ŬØ³nƟ¥n¥În¤nÁÈn«µnµn²§p ⑥

Chio herdek ge ka sei nian na tang ⑥

虎の美食になる可能性は極めて高い

¤ÎÈnÀØÅnµÈnºnÂǄ³nÆ¥ÈnÅºnÃÎµp ⑥

Ki shio ni ma nbe shig lian yin ⑥

下部の道は行けない それは回答する道
下部の道は行かないで、それは回答する道

§nƟØ§n¸ŹnnŶnºnơ¥nÈnÃÎµp

Nga herdong ejia ale ma tek sa yin ⑥

さらに多くの歌手と出会う

Chio fwek sei dang na ngu ca yin ⑥

回答できないと貴方は恥になるよ

⑥

ŬØ³nǄ¥ÈnÈÖn¸±§nµn§Øn¼nÃÎµp ⑥
⑤

5. ÂØnÃÖ³p £ØnÅ§nÅ§n¥ÎnÅ§pÃnÄÖnÅÖµp

５. Oh ye gu leng lang ge lang gu ya ri lian

5. オゥイェ～グルンルンゲルンヤリ歌うよ

ÂǇØ§nǲn³ºÄn¸ź³n¶nƤ³nÂųØnnnnnÃÎµp⑤

Nzhong ri mer ezhel ba de nzhu yin gu ⑤

鋭いの牛角は命を奪う刀だ

º¥ØnȎnn³ÄnƤ¥n¥Înº¼ŀµn©nÃÎµp ⑤

Ngu era der deh ge cum chia yin gu ⑤

勝ってに触ると命を亡くす可能性がある

ơ¥nºÎn«µnȎnº¥ØnÂ½ĲÄnµn²§p

Tue me nian ra ngu zer na tang gu ⑤

虎の族系は猛獣

Herdek amer yih ejel ba hjian ezien yin gu ⑤

斑の条紋は仏の躯体

⑤

Ɵ¥n³ºÄnÃ¥n¸ź³n¶n¥¨µn¥Áµn ÃÎµp⑤

⑤
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Â³Înơ¥nÅÖnÈ§ÈnŹÈnŦnÆnÃÎµp ⑤

Nde teh li san erji erge xia yin gu ⑤

世界の起源を賛美して歌う

ơ¥nºÎn«µnn¥ÈØµnºÎ³nŹ¥nµn²§p

⑤

Tue me nian sun mel erjik na tang gu ⑤

かってに触ると丸ごと亡くなる可能がある
勝ってに触ると丸ごと亡くなる可能がある

§nŶn¸ÂÎn¸ź³n¶nºÎnǵÈnÃÎµp ⑤

Nga ale wei ejel ba me li yin gu ⑤

歌い手の私は人間として

§ÂÎnŶnÆ¥ÈnťÅn¸ÂÎn©¥ÈnÄÎºnÃÎµp ⑤

Ngi ele shig hkgel wei chek rem yin gu ⑤

世界の起源を賛美して歌う 腕比べをしない

ÂųµnºÎn«µnǄ¥ÈnÈÖn¥±Ø§nµn²§p ⑤

Nzhen mu nian fwek sei herdong na tang gu ⑤

で 代価はとても深痛だよ
で、代価はとても瀋痛だよ

⑦

6. ÂØnÃÖ³p Ŷn¸nÅØnÅØnÃnÄÖnÅÖµp

lu lu
ye lian
lu ya
ya ririye
lian yazi
yazi
６. Oh ye ale wa lu

6. オゥイェ～ 男歌手よ 歌うよ

ƏnŮnÃ¥n¤nǲnÄÎ§nºØnµÈp ⑦

Erza cha yih ka eri rang mu yi ni gu ⑦

絶えず起伏する連続的な山峰では
絶えずに起伏する連続的な山峰では

Nzhong ri amer eza na yo ge yi ser gu ⑦

猛烈な犏牛がいるうわさがある

Nga ngzi ni zen de song di yi na gu ⑦

私はそれを狩猟しに行ったが

Di nzhong shig ma rie herdu shig yi rie gu ⑦

それは犏牛じゃなくて犢だった

ÂǇØ§nǲn³ºÄnǩnnµnÃØ³n¥ÎnÁÖÄp

⑦

⑦

§n¥ÁÈnµÈnÂ½īµnƤnÈØ§nnƤÈnµp⑦
³ÖnÂǇØ§nÀÎ¥nºnÄÖ³nƛØÅnÀÎ¥nÄÖ³p

⑦

§ÈnƮn¥ƊnťØµnµÈnÂŮÎ³nÅÈnÃØ§p

⑦

Ngi ana herzhi hgun ni chel li yi yung gu ⑦ その鼻リンクをキャッチして連れてきた

µ¥ÈnŹnǩØ§n¤nǲnÄÎ§nºØnµÈp ⑦

Neh ejia ezong ka ri rang mu yi ni gu ⑦

広大なジャングルの辺に

Ɵ¥n³ºÄnÃ¥nµ¥ÈnµnÃØ³n¥ÎnÁÖÄp ⑦

Herdok amer yih neh na yo ge yi ser gu ⑦

森林の王と言われる虎がいるうわさがある

§n¸Èºn¥ÁÈn¶ÂÎn¥ÈØ³nƤnnnÈØ§n¸nµp⑦

Nga san ezi wei so de cong wa yi na gu ⑦

私は意図的にそれは殺しに行ったが

³ÖnƟ¥nÀÎ¥nºnÄÖ³nŭnÀÎ¥nÄÖ³p ⑦

Hdi herdok shig ma erie chi shig rie gu ⑦

それが虎じゃなくて犬だった
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ťÖnƋ¥Èn²¥n¸ťØµnµÈnÂŮÎ³nµÈnÃØ§p ⑦

Herki herchik tek hgun ni chel niyi yung gu ⑦ 首輪をキャッチして連れてきた

µ§nŮØºn¶nÃ¥n¥Înµ§nÅØ§nµÈp ⑦

Nang chum ba yih ge neng no yi ni gu ⑦

にぎやかな人海の中に

ŬØ³nƟØ§n¸ŹnųÅnµnÃØ³n¥ÎnÁÖÄp ⑦

Chio herdong herjia jei na yo ge yi ser gu ⑦

貴方がいるうわさがある

§Èn¥ØnµÈnÂųµnƤnÈØ§nƤÈnµp ⑦

Ngei gu ni nzhan de song diyi na gu ⑦

私は特にあなたを探してきたが

³ÖnŶn¸nºnÄÖ³n nǊµn¶ØnÄÖ³p⑦

Di ale wa ma rie alen bu yi erie gu ⑦

あなたは歌手ではなく愚鈍な人だった

§Èn·¬nÀÎ¥nŹ¸nµÈn¥Ǳ¥Èn³§nnÂp⑦

Ngi pel shig ejiel ni ayih yi dang ya

私は転身してあなたを無視する
私は転身してあなたを差措く(無視)する

⑤
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7. ÂØnÃÖ³p £ØnÅ§nÅ§n¥ÎnÅ§pÃnÄÖnÅÖµp

leng lang
lang ge
ge langgu
lang guyayaririlian
lian
７. Oh ye gu leng

§n³ŰµnǮn¥ǹºnűÎnÂŬ¥ÈnÄØºnÃÎµp ⑤

Nga egen eda sem zhi cheh run yin gu ⑤

私は苦寒の氷封(凍結)だ

ŬØÈn¤nǳ§ÈnŹ¸nµÈnƥØÈn²¸ÈnºÖ³p ⑤

Chi ka elang ejiel ni zhei tai mei re ⑤

貴方の呼吸気では溶けない

§n³ǅÄnǮn¥ǹºnűÎn£ØnűØ§nÃÎµp

Nga ayar ada sem zhi gu jiong yin gu ⑤

私は炎夏の硬い羊皮紙だ

Qi ka chi dab ni wang tai mei re ⑤

唾液だけでは浸すことができない
唾液だけではソークすることができない

§n¼Ĳn²Ø¥nÂ³ÎnµÈnƟØ§n¸ŹnÃÎµp ⑤

Nga cei tok nde ni herdong ejia yin gu ⑤

此生は真乃(まおさむ)歌える歌手だ

ŬØÈn³ÖnÂƥnǉ§ÈnµÈnơ¸n²¸ÈnºÖ³p ⑤

Qi di nzha alang ni te toi mei re ⑤

君の汚い曲で私に勝つことは本当に難しい
君の汚い曲で私を勝つことは本当に難しい

⑤

ŬØÈn¤nƍn¸±¸nµÈn¸§n²¸ÈnºÖ³p

⑤

⑥

⑤

7. オゥイェ～グルンルンゲルン歌うよ

8. ÂØnÃÖ³pÂ¸ÂnÅnÃ§nÅnºØnÅnÃ§nÅÖµp

nbala
la yang
yanglalamumu
yanglian
lo lian
la la
yanglo
lislis
８. Oh ye nba

8. オゥイェ～バラインラムラヤン歌うよ

ŬØ³nŶn¸nÀÎnǵÈnǪµnÀÎ¥n¸Æ³n£Îp

Chio ale wa shi ni erzen shig xie ge⑥

小さな歌い手嘘をつくことをできた

⑥

⑥
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ŬØÈnÅ¥nƄnŷµn¸ǭ§nµÈn§nŹÅnŧÖÈ p⑥

Chi leh aga egian ezong ni nga ejil erji⑥

太鼓を持って傲慢に驕る(おごる)

ŬØ³n³ÖnÂƥÂÎn§nŹÅnŧÖÈn³Ø µnºÖ³p⑥

Chio di nji nga ejie herji dun mei ⑥

あなたは本当に傲慢する資格がない
あなたは本当に傲慢である資格がない

ÆÎ§n¼ī¥nƦ¥nǟ¥nºÂÎn¸Ř¥nµÎnÄÖ³ p⑥

Xiang cuh jeh anih mei ge ne rie ⑥

六節ストレートの竹を曲げて

ǀÎnÄn¶¥ÈnÀÎ¥n¥În¸ƘºnµÈnÃØ³ p⑥

Shi ara beh shig ge den ni yo ⑥

外側に一層薄い羊皮のパッケージ

³ÖnŮØ¥nÈÖnŮØ¥nÈÖnƨ§nµÎnÄÖ³ p⑥

Di chok sei chok sei erdong ne rie ⑥

ただドンドンと打つだけだ

ŬØ³nŶn¸nÀÎnǵÈnǪµnÀÎ¥n¥Æ³p⑥

Chio ale wa shi li azen shig xie ⑥

小さな歌手あなたは嘘をついた

Å¥nơµn¸ƁÅn¸ǭ§nµÈn§ nŹÅnŧÖÈp⑥

Leh ten ejel ezong ni nga ejie hekji ⑥

手に笛を持って傲慢で唯我独尊

ŬØ³n³ÖnÂƥÂÎn§nŹÅnŧÖÈn³ØµnºÖ³p

Chio di nri nga ejie hkji dun mei ⑥

あなたは本当に傲慢である資格はない
あなたは本当に傲慢する資格はない

³ÖnƛØÅnÅÎnÀÎ¥n¥ÎnȎn¨ØnÄÖ³p

⑥

⑥

Di hekto ele shig ge era jiu erie ⑥

それは犢の角だけだ

µ§nƧØnÄÎÅnÂ¥ÂnÀÎ¥nǊ¥ÈnµÎnÄÖ³np ⑥

Nang edu rel nga shig leh ne erie ⑥

中にいくつかの些細な石があるだけ

¤nŦ³n¶nÀÎ¥n¥În¸ƫºÈnµÎnÄÖ³p ⑥

Ka hkel ba shig ge hdam ne erie ⑥

外側を編糸で飾っただけ

ŬØÈnÆ¥nÈÖnÆ¥nÈÖn¥Ǳ¥nµÎnÄÖ³p ⑥

Qi shig sei shig sei ayih ne erie ⑥

あなたは放棄されることに気を付けてね

ŬØ³nŶn¸nÀÎnǵÈnǪµnÀÎ¥n¸Æ³p

⑥

CHio ale wa shi li azen shig xie ⑥

小さな歌手あなたは嘘をついた

ŬØÈnş§n¥Ƥ§nǄÈnµÈn§ nŹÅnŧÖÈp⑥

Qi hkang erdong fwei ni nga ejie hkji ⑥

骨笛を吹いて傲慢で唯我独尊

³ÖnÃÄnÂ¤ØÄnǩnµÈnǄÈnµÎnÄÖ³p ⑥

Di yer kor eza ni fwei ne rie ⑥

笛の音が耳に快く聞こえることは
笛の音が耳に快く聞こえるのは

Ã§nÈÎÅnÅÖnÈÎÅnÅÖnų¥ÈnµÎnÄÖ³p ⑥

Yang sel li sel li jeh ne rie ⑥

笛の音が谷に響き渡ったからだ
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第９巻

第２号

9. ��䁠���� ��䁠��䁠��䁠��䁠����䁠��䁠����

leng lang
lang ge
ge langgu
lang guyayaririlian
lian
�. Oh ye gu leng

9. オゥイェ～グルンルンゲルン歌うよ

�䁠�䁠䁠���䁠��䁠���䁠�䁠��䁠��䁠���⑤

Nga cha ede egien egung na gu lu lu gu ⑤

鷹鷲の私は空に旋回する

���䁠���䁠�䁠�䁠��䁠��䁠���

Chio xi e ega ma jeh jeh wu gu ⑤

ミズナギドリのあなたを見て

���䁠�䁠���䁠���䁠�䁠��䁠���䁠���� ⑤

Chio ma sie ser na rang sie rie gu ⑤

捕えなくてもあなたは自滅する
捕えなくてもあなたは自生自滅する

�䁠�䁠��䁠���䁠��䁠�䁠�䁠��䁠��� ⑤

Nga hrda ju re hbang na shi hri hri gu ⑤

駿馬の私は草原に奔騰する

���䁠��䁠�䁠���䁠���䁠�䁠���䁠�䁠�䁠� ⑤

Chio weng hkjia ere eje ba nda ra ra gu ⑤

グレーのロバのようなあなたの足が震える

���䁠�䁠���䁠���䁠�䁠��䁠���䁠���� ⑤

Chio ma hkjier ser na erang hkjier rie gu ⑤

取り残されたあなたは仕方ないでしょう

�䁠���䁠��䁠���䁠��䁠���䁠���䁠���� ⑤

Nga hktong ejia ben mei hktong hktong hktong gu ⑤

の私は満腹の歌詞だ
歌神5の私は歌詞で満腹だ

���䁠�䁠���䁠�䁠��䁠���䁠�䁠�� ⑤

Chio ale mei ale hrkie nda ra ra⑤

歌詞のないあなたの声がぶるぶる震える

���䁠�䁠���䁠���䁠�䁠��䁠���䁠���� ⑤

CHio ma hkbeh ser na rang herbeh rie⑤

君を困らせたいではなく君は自業自得だ
君を困らせたいのではない 君は自業自得だ

⑤

⑧

⑤

10. ��䁠���� ��䁠��䁠��䁠�䁠��䁠����

10. Oh ye dong luo luo ya ri lian gu

10. オゥイェ～ドンロロ 歌うよ

���䁠�䁠���䁠 ��䁠��䁠⑧��䁠��䁠���

Hkduo chi hkzhen neng ge ⑧pu chiong nzheh gu

東方からきた雲の

���䁠����䁠���䁠���䁠�䁠⑧�䁠���䁠����

Nzheh tang sem zheh na ⑧sa eri nder guzi

三回の雷で大地が震え上がった

��䁠��䁠�䁠�����䁠�䁠⑧���䁠���䁠���

Ameh men ba tel na ⑧aloh shig qih gu

煙霧雲の中稲妻が光ると

⑧

5

歌神：一番偉い歌手のこと
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§nƫÖn¸Ź³nơ¥ÈnŮØÈn⑧ǪnÂǃÅn¸Ɵµp

Nga edi ejie te chei ⑧ezi chel hekden guzi

私たちの天竜八部衆が大怒り

ŬØ³nŵØ¥nƋÖn²§nÅn⑧Â·Öµnµn²§p

Chio aloh hgji tang la ⑧pien na tang gu

あなたへ稲妻することに要慎してよ
あなたに稲妻することに要慎してよ

³ÖnµØÄnǄnÅ¥nµÈn⑧ÆØÄnµn²§p

Di nor fwo leh ni ⑧shior na tang guzi

あなたの珍宝をなくさないように留意して

µ§nŮØºn¶ÂÎnųÅn⑧űÎnŶn¸nŬØ³p

Nang chum bi zhai zhi ⑧ale wa chio gu

人海の中にいる歌手のあなたは
人海中にいる歌手のあなたは

Ŷn²Ö§Èn¥ǹºnǉ§Ènµn⑧ÊnūÈn¸ƟØ³p

Ale tang sem lang na ⑧a ki hkto guzi

何曲か歌って聴衆の賛を得ている

Æ¥ÈnǺÎ³n¶nnǉ§Ènµn⑧µnǮÈnº«µp

Shik shel ba leng na ⑧na edi nian gu

みんなの好きなエレシックを歌ってよ

§nƟØ§n¸ŹnŶnºÂÎn⑧ÅµnÀÎ¥n¸±¸p

Nga hertong herjia ale mi ⑧lian shig dai guzi 歌神の私はあなたに答えるよ

ŬØ³nÃnƍ§nƟØ§n¸n⑧ƿ³nµn²§p

Chio ya chiong hktong wa ⑧pel na tang gu

あなたを詞に詰ませることに要慎してよ
あなたは詞に詰まることに要慎してよ

ŬØ³nÃn²Ø³n³ºÄn¸ØÈn⑧ÅØ¥nµn²§p

Chio ya to amer wei ⑧loh na tang guzi

あなたを慙愧させてしまうよ
あなたに恥をかかせてしまうよ

⑤

11. ÂØnÃÖ³p £ØnÅ§nÅ§n¥ÎnÅ§pÃnÄÖnÅÖµp

leng lang
lang ge
ge langgu
lang guyaya
lian
11. Oh ye gu leng
ri rilian

11. オゥイェ～グルンルンゲルン 歌うよ

ƟØ³nřÎn¥§ÈnÄÎn³£Än¶Øn £µp⑤

Hkdo zhi gang eri gar bu gien gu ⑤

一番上のあの雪山は

Nga sang gi hker mu pa sa yin gu ⑤

スノーライオンの生息地
スモ―ライオンの生息地

Chio pu chiong enzheh gen ke enun rie gu ⑤

長細い小さな白竜のあなたは

To amar bu pen ezhi per la shok gu ⑤

雷を鳴らせ失魂落魄させると言うまでもなく

Enzhek hger hrgiel enzhoh ezhi herka mu rie gu ⑤

絶対に文句を言い放つことも難しい
絶対に怨ずるを咆哮することも難しい

§nÈÖ§n¥Ön³£ÄnºØn·nÈnÃÎµp

⑤

⑤

ŬØ³n·Ønƍ§nÂǈ¥n £µn¤¥n¥µØµnÄÖ³p
²Ø¥n³ºÄn¶ØnÂ·Öµnźn·ÄnÅnÀØ¥

⑤

Âǈ¥n§Änť³nƁØ¥nźn³£ÂnºØnÄÖ³p

⑤

⑤
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¸Än¥Înµ¥ÈnÄÎnǁ¥ÈnºØnÂ³Îp ⑤

Wer ge nek ri shig mu ende gu ⑤

中部のジャングルは

§nŹnƟ¥n³ºÄn¶Øn·nÈnÄÖ³p

Nga jia hertak amer bu pa sa rie gu ⑤

それは大虎である私の生息地

Chio jei ser nzhong ge ke enun rie gu ⑤

あなたのような獰猛な犏牛キラー

Nzhong era ka eder ezhi per la shok gu ⑤

君の角が超鋭利と言うまでもなく

ÂǇØ§nƃÄnƁnƁØ¥nźn³£ÂnºØnÄÖ³p ⑤

Nzhong nger ezha ezhok ezhi ga mu rie gu ⑤

君に鳴き声を出すにも困らせる

ǜ³nřÎn¸Źn¼ŀ¥ÈnƟØ§nÂƤÈnÂ³Îp ⑤

Emei zhi ejia cok hktong ndi nde gu ⑤

万河流を集め大海

§nƟØ§n¸ŹnǄnÃÎnŮÎnƫÖnÃÎµp

Nga hktong ejia fwu yi chi edi yin gu ⑤

私は天賦あふれる歌神だ
私は天賦が横溢の(生まれつきの)歌神だ

ŬØ³nŶnºÖ³nǄnºØÂīn¤¥nn¥µØµnÃÎµp ⑤

Chio ale mei fwo mei ka anun yin ⑤

君のような後輩は私と比況できない

Æ¥Èn¸»µn¶ØnÅÖµnźn·ÄnÅnÀØ¥ ⑤

Shik zan bu lian ezhi per la shok ⑤

君には子守歌一二曲吟じる以外

§¥nǂnºØnÂŰ¥nźn³£ÂnºØnÄÖ³p ⑤

Ngeh cha mu ngeh ezhi ga mu rie gu ⑤

ゆらゆらでこだまする歌技はない

⑤

ŬØ³nǇÖnÈÖÄnÂǇØ§n¥În¤¥n¥µØµnÄÖ³p
ÂǇØ§nȎn¤n¸ƫÄnźn·ÄnÅnÀØ¥

⑤

⑤

⑤

⑥
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12. ÂØnÃÖ³p Â¸ÂnÅnÃ§nÅnºØnÅnÃ§nÅÖµp

12. Oh ye nba la yang la mu la yang lo lian lis

12. オゥイェ～バラインラムラヤン歌うよ

ƟØ³n¥§ÈnÄÎn³£Än¶ØÂīn³ǄnǣÖnµp ⑥

Hkdo gang ri hker wei oho hksei na⑥

上部高い雪山の頂に

ÈÖ§n³£ÄnºØn¥ǱnÃÎnÄÅn¸n¨µp

Sang hkar mu ayi yi era wa jin⑥

白玉鬣のスノーライオンがいる

Nga hkjian ezan ezha yi ejia wu yin⑥

それは獣類の王者だ

Chio amer yih hrteh gen ka enun rie⑥

君みたい虎類は絶対気合負けだ

⑥

§n¥¨µn¥Áµn¸ŹnÃÎnŹÅn¸ØnÃÎµp

⑥

ŬØ³n³ºÄnÃ¥nƟ¥n £µn¤n¥µØµnÄÖ³p⑥

⑥
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ÈÖ§n¥ǱnÄÅn§ØºÈnƤÈnÂªÎ¥ÈnµÎnÄÖ³p ⑥

Sang ayi rie nwem di njih ne rie⑥

凛凛たる鬣はとても恐ろしい

µ§nŮØºn¶nÃ¥n¥Înµ§nÅØ§nµÈp ⑥

Nang chum ba yih ge na long ni ⑥

人海中にいる私は
人海の中にいる私は

§nŶnºn¸ŹnÃÎnŹÅn¸ØnÃÎµ p⑥

Nga ale ma ajia yi ejia wu yin⑥

千の中一つしかない歌王に他ならない
千の中一つしかない歌王の他ならない

ŬØ³nŶn¸nÀÎnǵÈn¤n ¥µØµnÄÖ³p⑥

Chio ale wa shi li ka enun rie ⑥

君みたい小さな歌手は気を付けてよ

Æ¥ÈnÅÖµnÄÖÈnǅÈnµn³¥Ân³§nµÈp ⑥

Shek lian eri xi na erga deng ni⑥

私はエレシックを歌うなら火の上の油だ

⑤

13. ÂØnÃÖ³p £ØnÅ§nÅ§n¥ÎnÅ§pÃnÄÖnÅÖµp

13. Oh ye gu leng lang ge lang gu ya ri lian

13. オゥイェ～グルンルンゲルン 歌うよ

ÀÎ§nÊnÃ§nÁÖÄnµÈnŶnÀÎ¥nÅÖµp

⑤

⑤

Xiang a yang ser ni ele shig lian gu ⑤

シャン ア ヤンでエレシックを歌うよ

ƟØ³n³ǄÈnÅºnÄÎ§nºØn¤nŽ§nµÈp ⑤

Hkto ekhui liem rang mu ka egeng ni gu ⑤

ラサへ行く遠路の山辺

¸µnÈÖÄnºØnÀÎ¥n nÅnųØn©³nǆ§np⑤

Wen ser mu shig la zhu chie shiong gu ⑤

一人のゲルクラマの食糧が尽きた
一人ゲルクラマの食糧が尽きた

³ǄÈnÂªÅnÂ³Ø³nÃÎµnµnƖÎ§nÄÖnƏÖp ⑤

Hkwei jia do yin na aniang ri eji gu ⑤

敬虔な心で聖地巡礼して憫然たる

³ǄÈnƝnÂ³Ø³nÃÎµn µnÂ¸¸nµÎnÄÖ³p⑤

Hekwei hkda ndo yin na nbal ne rie gu ⑤

仏祖が救うなら良い報いが得ると思う遥かな

¸Änª¥nÅºnÄÎ§nºØn¤nŽ§nµÈp ⑤

Wer jiek lien rang mu ka ergang ni gu ⑤

遠い道の周辺に一人の泥棒がいる

Ɵ¥nÆnÄnÀÎ¥nÅnƛn©³nǆ§p⑤

Hertek xia era shig la hkda chie shiong gu ⑤

頑丈な彼の馬がそこに死んでしまった
剽悍な彼の馬がそこに死んでしまった

ÆnƖÎ§nµ³nǣØ³nµnƖÎ§nÄÖnƏÖp⑤

Xia aniang nei herzo na aniang eri eji gu ⑤

憎しみを維持する彼は可哀そう

Jieh jia ndo yin na ba ne rie gu ⑤

本心から泥棒になったことの悪い報いだ
実意に泥棒になったことの悪い報いだ

¥n¸¨ÂnÂ³Ø³nÃÎµnµnÂ¸¸nµÎÄÖ³p ⑤

26

356

新潟大学教育学部研究紀要

ǜ³n¥µÈnÅºnÄÎ§nºØn¤nŽ§nµÈp

⑤

第９巻

第２号

Emei eni liam rang mu ka egang ni gu ⑤

遠いところへ輿送りする中

ºnǄnºØnÀÎ¥nÅn¥µÈnƬ¥nǆ§np⑤

Ma efwo mu shig la ani edek xiong gu ⑤

親子が新郎と喧嘩をしてしまった

ǱÅn·nºÂÎnǅÎµnµnƖÎ§nÄÖnƏÖp ⑤

Yel pa mei shen na aniang ri eji gu ⑤

両親が 嫁 けたならば彼女は可哀そう

ºØnÄ§nǉØnÃÎµnµnÂ¸¸nµÎnÄÖ³p

Mu erang alu yin na nba ne rie gu ⑤

彼女の頑としてならばそれは当たり前だ

⑤

⑥

かたづ

14. ÂØnÃÖ³p Â¸ÂnÅnÃ§nÅnºØnÅnÃ§nÅÖµp

14. Oh ye nba la yang la mu la yang lo lian lis

14. オゥイェ～バラインラムラヤン歌うよ

§nÂǇØ§nǲn³ºÄnŧÖÈnÈnǩnÄÎnÃÎµp ⑥

Nga nzhong eri emer hkji sa erza eri yin⑥

犏牛が高峰連山に出没する

ƟØ³nÄÎn¥ǹºnǣÎn±Ø¥n¥§nÀÎºnÁØÈp ⑥

Hkdo eri sem herci dok gang sem sei⑥

山間の美味しい雑草を食事にし

ƍnȉ§ÈnºØnǩnƍn¸ÈÎÅnºnÂơ§p

Tchi dang mu eza tchi se ma tong⑥

山間に流れる清流する川水を飲み

⑥

ťÖn²Ø§nƋ¥Ènºn¸À¥nnťÖnƟØ§nÃÎµp
ưnưn¥Ɗnºn¸À¥nưnƟØ§nÃÎµp

⑥

くびき

⑥

Herki tong herjieh ma ejih herki hertong yin⑥ 首が 軛 6にヒッチされていない
が入っていない

⑥

Ana ana herchi ma erjik ana hertong yin⑥

鼻に鼻輪がつけられてない
鼻が鼻輪につけられてない

Hua hercei jeh yo na sou ge shok⑥

武芸十八番で狩りにしても恐れない猛烈な大

ʥ¥n³ºÄnÃ¥nŧÖÈnÈnŹnǩØ§nÃÎµp ⑥

Herdek amer yih hekqi sa ejia ezong yin⑥

虎は森林に生まれ育ちだ

µ¥ÈnŹnǩØ§n¤nǲn¥§nŧÎ³nÃÎµp⑥

Neh ejia ezong ka ri gang hekje yin⑥

密林を通り抜けて

ÁÈnÆnŮ¥n¥§n¼ŀn¥§nÀÎºnÁØÈp

Sei xia chek gang cu gang sem sei⑥

美味しい食事を尋ねて攫んで楽しむ

³¶ÂnǣÅnƦ¥nÃØ³nµnn¥ÈØ³n¥ÎnÆØ

⑥

⑥

6

軛：牛を車につなぐ時に首にあてるもの
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ťÖnƋ¥Èn²¥nºn¸À¥nťÖnƟØ§nÃÎµp ⑥

Herki hchik tek ma njik herki hertong yin⑥

首が鉄の連鎖に縛られていない

º¤ÄnŽØn¤ÂÎnºn¸±¥Èn¥¨µn¥ÁµnÃÎµp ⑥

Ker egu ki ma dek hkjian ezen yin⑥

それは野獣、門辺に縛っておかないで
それは野獣 門辺に縛っておかないで

ť¥nųÎnƍ§nÂ³Ø¥ÈnµØn¥ÈØ³nƤnÆØ¥ ⑥

Herkek zhi chiong ndok nu so zi shok⑥

遠慮なく腰の刀で捕殺しなさい

µ§nŮØºn¶ÂÎnųÅnűÎnŶnºn§p ⑥

Nang chum bi jei zhi ale ma nga⑥

衆人の中にいる女の歌い手
衆人中にいる女の歌い手

ŮØºn©Öµn¶ØÈnºnơ¸nnnº¥ØnÆØÄnÃÎµp⑥

Chum chin bi ma te engu shior yin⑥

相手がいなく人群に直立している

ǄnŶnºÖ³nǕnơ¸nƟØ§n¸ŹnÃÎµp

Efeu ale mei me te hertong ejia yin⑥

歌で私を承服させた対戦相手はいない

Chio hertong erjia jin bu njian ge shok⑥

もしいれば来て一二曲歌ってくれ

⑥

ŬØ³nƟØ§n¸Źn¨µn¶ØnÂųµn¥ÎnÆØ¥ ⑥
⑤

15. ÂØnÃÖ³p £ØnÅ§nÅ§n¥ÎnÅ§pÃnÄÖnÅÖµp

15. Oh ye gu leng lang ge lang gu ya ri lian

15. オゥイェ～グルンルンゲルン 歌うよ

§nª¥nÄÎ§n¸ƤµnűÎnƛnÀÎ¥nÃÎµp ⑤

Nga jik rang eden zhi hrda shig yin gu ⑤

私は泥棒団の一匹の馬だ

¤nÅnơÄn¥«ÎÈn£nź¥nµn©Ø¥ ⑤

Ka la ter eni ga ejik na chok gu ⑤

峻坂(パン)や険峻な道も走れる

ŬØ³nÂƥnÂƥÂÎnǺ¸n³řØ¥nnnnơ¸nźn³£Âp⑤

Chio enzha enji shie jok te ezhi hrka gu ⑤

君みたいな細い端綱7には支配されない

§n¼ŀ§nÄ¸Èn¸Ƥµn¥Înº½ŀnÀÎ¥nÃÎµp ⑤

Nga cong erie eden ge nzu shig yin gu ⑤

私は七代商売の一頭の牛だ

Chi sem endi enga ezhi hrka mu rie gu ⑤

君は重荷でも軽荷でも載せて運べるが

CHi yang hzhi eni ga gal na chok gu ⑤

三金を載せて運ぶなら私と比べられない

ŬØÈnÃ§nƋÎn¥«ÎÈn£n¸£Ånµn©Ø¥ ⑤
ŬØÈn¥ǹºnÂƤÂÎnÂ¥Ånźn³£ÂnºØnÄÖ³p

⑤

⑤

7
8
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端綱(はづな)：馬の口につける馬を弾く綱
三金：宝、金、銀の三つをいう

357

チベット族掛け合い歌エレシックの構造

������������������������ ⑤

Nga di tok nde yi ale wa yin gu ⑤

私は世間の歌手として

���������������������������� ⑤

Shig yih hersok eni ga elang na chok gu ⑤

純逆エレシックを思いどおり歌える

��������������������������� ⑤

Chio lian ba kie ezhi ega mu erie gu ⑤

君が答えて歌っても急所に突けない
君が答えて歌っても急所を突けない

16. ������� ��������������

16. Oh ye ya ri ya ri wo lian gu

16.オゥイェ～ヤリヤリ

�������������������������

Xiang ya ri ser wa ele shig wo lian gu

シャン ヤ リでエレシックを歌うよ

������������������������������

Nzhong
ara amer eni
wo wo
xiexie
gu
Nzhong ara
eni zhi
zhiguguera
erahercei
hercei

二頭の犏牛が立ち向かう

���������������������

Ara hkcei nu a na ma na wo rie

角を打ち当てて伯仲9する

�����������������������������

Nga nzhong chek lang nei ga wer shig wo xie
xie

小ヤクの私は仲裁したい

��������������������������

Wer di yi wer wa nian ne wo xi

私の話を聞いてくれますか

��������������������������

Wer di la hekden ni ma shig wo sei nguzei

その間に小憩してください

��������������������������

wo Nek ejia ezong yih ge neng long wo nigu

びっしりジャングルの中に

����������������������������������

Nde hertek mu eni gu yo zhi eder nzang wo xie ge

二つの虎が奮戦している

�������������������������

Ndu ader nzang a na ma na wo rie

小虎の私は仲裁したい

��������������������������

Shig enzhian nu a na ma na eri

鈍い私は仲裁したい

9

歌うよ

伯仲：力がつりあっていて優劣のつけがたいこと
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�䁠香ꀀ䁠�䁠���䁠�ɇ䁠㐸䁠��䁠ɇ쳌ɇ䁕

Nga hertek chek lang ni ga wer shig wo xie

私の話を聞いてくれますか

��䁠§쳌㐸䁠䒶䁠�䁠 �䁠�䁠�쳌䁠�ɇ䁕

Wer di la hekden ni ma shig wo sei

その間に小憩して息を吐きましょう

香䁠�䁠�䁠�䁠㐸��䁠�䁠�ɇ䁠���䁠�

ZHai chum ba yih ge nang long wo ni

にぎやかな人々の中

�ɇ䁠���䁠�쳌䁠ԥ䁠�䁠㐸䁠�䁠ꀀ香䁕

Da ale wa ale mi ele shig wo enzhian ge

一組の男女歌手が誰が一番かを競い合う

䁠�쳌䁠�R䁠�ɇ䁠�ɇ䁠�䁠��䁠)ꀀ香䁕

Nga hertong herjia lang ni ga wer shig xie

しかし二人の歌の優劣を決められない

�䁠香ꀀ䁠�䁠���䁠�ɇ䁠㐸䁠��䁠ɇ쳌ɇ䁕

Wer di la hekden ni ma shig wo sei

その間に小憩して息を吐きましょう

�䁠�ꀀɇ䁠��䁠㐸��䁠�䁠�ꀀ香䁠香�䁠nꀀ䁕

Ale xi ne men la herzei ega wo chi yin guzi

重点は歌えることではなく娯楽である
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