
福田定良と秦豊吉の「大衆」と「芸能」

　―昭和 28 年の対談「ジャズと小唄」から

松田　直行　

要旨

　戦後の復興期、昭和28年における日本の大衆芸能の状況を、哲学者の福田定

良とプロデューサーの秦豊吉という立場の異なる二人の対談記事から読み解

く。マス・メディアによる「大衆文化」の時代へと移行する直前のこの時期、

アメリカ生まれのジャズと日本の伝統音楽である小唄が同時に流行した理由を

めぐって、「ほんとうの娯楽」や「俗化した芸能」などの概念を用いて議論が

交わされる。後に鶴見俊輔の限界芸術論へとつながる戦後知識人の大衆芸能観

と、戦前から大衆芸能を創造する現場に身をおいた者の実践的芸能観が出会い、

そこには「大衆」と「芸能」の本質にかかわるさまざま問題点が提示されている。
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１．はじめに

　昭和28（1953）年７月号の『文藝春秋』に、「ジャズと小唄」（１）というタイ

トルで、「法大教授」福田定良と「帝劇社長」秦豊吉の対談（２）が掲載されている。

大正６（1917）年生まれの福田定良は当時36歳の哲学者、明治25（1892）年生

まれの秦豊吉は当時 61 歳、丸木砂土として文筆家の顔を持ちながら、戦前は

日劇ダンシングチームのレヴュー、戦後は「帝劇ミュージカルス」を育てた芸

能プロデューサーである。親子ほどの年齢差の二人は、新進気鋭の社会思想家

と、政財界との交流が深い資本家の大御所という、根本的に意見が対立して不

思議のない立場であるように思えるが、この対談では、ともに日本の大衆芸能

に対する鋭い洞察力を備えた文化人として、波長のあった会話を繰り広げてい

る。一般文芸誌における10ページほどの気軽な対談記事ではあるが、この時代

の「大衆」と「芸能」に関してさまざまな角度からの知見が披露され、二人の

知識人がこの時代の文化状況をどう認識していたかを具体的に示す資料として

興味深い。

　そもそも、なぜこのような対談が企画されたのか。その背景として、以下の

点が考えられる。

Ａ．終戦から８年。戦後の混乱が収まり、朝鮮特需を経て経済成長へと向か

う態勢が整いつつあったこの時期、ラジオ、レコード、映画などマス・メ

ディアの発達によって「大衆芸能」が活況を呈しはじめ、音楽の分野では、

アメリカ文化の移入に始まるジャズと、日本の伝統文化である小唄という

対照的なジャンルの流行が、特異な現象として注目されていた。
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Ｂ．社会科学の領域において、「大衆芸能」が研究対象として注目されるよ

うになった。その中心になったのは、鶴見俊輔らの「思想の科学研究会」

の活動であり、このグループと深くかかわった福田が、この年の３月に岩

波新書からこの分野での最初の主要著書となる『民衆と演芸』（３）を出版し

て注目された直後であった。

Ｃ．研究者である福田に対して、秦は戦前からこの時代まで数多くの舞台作

品を実際にプロデュースしてきた、「大衆芸能」を生み出す側の中心人物

であり、若い福田が知らない戦前の芸能や、芸能を取り巻く花柳界・政財

界に関する情報を提供できる立場にあった。商売上手の社長であるばかり

でなく、文筆家として戦後の公職追放期間中には多くの随筆を発表し、ま

た『民衆と演芸』の中で福田が戦後日本の新しい大衆芸能として論考の対

象とした「ストリップ・ショー」は、秦が発案した「額縁ショウ」を流行

の発端とするものであった。追放解除後に帝国劇場社長となってからは、

単なる西洋文化の移入ではない、日本の伝統を踏まえた独自の舞台形式の

確立を目指した「帝劇ミュージカルス」（４）を上演し、戦後の新しい「大衆

芸能」を主導してきた、その内実を語ることのできる人物であると考えら

れた。

　本論は、こうした背景をふまえた上でこの対談記事を読み解き、当時の「大

衆芸能」のありかたとその実像とをとらえるとともに、「西洋文化」と「伝統

文化」、「知識人」と「大衆」、「芸術」と「娯楽」といった近代特有の思考の枠

組みの中で、戦後日本の文化状況のひとつの転換点と言えそうなこの時期の「大

衆」と「芸能」の関係を、福田と秦がそれぞれどう認識していたかを考察する。

２．昭和28年の「ジャズ」と「小唄」をめぐる状況

２－１．対談における「ジャズ」と「小唄」

　対談は、「僕は深川で育ったんです」という福田が、「三十になったばかりの頃、

そろそろ小唄でも習いたいな、という気もちが起ったことがあるんです。だか

ら、案外われわれみたいな世代の人間は、多少そういうものに何か感じるんじゃ
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ないかと思うんですがね」と発言したところから本題に入る。若い世代が熱狂

するジャズと、中年以上の男性に支持される小唄という話題に関して、福田は

秦より若いながらもジャズ世代ではなく、秦と同じ小唄世代に属しているとい

う、いわば「歩み寄り」から始まっている。秦が「いま小唄というものは、盛

んなようですね」と受けて、長唄、小唄、義太夫などの邦楽の稽古に凝ってい

るという政財界人を紹介し、さらに小唄の流行について「生活に余裕が出来て

来たこと」と「一つの昔懐しさ」であろうとしたあとで、「ただここで問題に

なるのは、そんなら今ジャズが大流行している、これは昔懐しさじゃないじゃ

ないか、ということですけどね。戦争前から日本にあったジャズが、戦争後に

なって急にこれだけ復活したということは、僕は小唄の復活よりもう少し深い

ものがあるんじゃないかと思うんです」と述べて、ここから小唄の復活とジャ

ズの復活の比較論が始まる。

　この比較論を検討するにあたって、比較の対象となっているこの時期の「ジャ

ズ」と「小唄」がどのようなものだったのかを整理しておく必要があるだろう。

　まず「ジャズ」については、1950年代後半から60年代のいわゆるモダン・ジャ

ズ黄金期より前のこの時期、必ずしもアメリカの黒人音楽に起源を持つ音楽形

式としての純粋なジャズだけでなく、広く西洋近代のポピュラー音楽全般を日

本では一般的にジャズと呼んでいた。ただしこの対談の中では、当時日本でも

流行していたフランスのシャンソン（５）や、アメリカの黒人オペラ歌手の来日

公演（６）については「ジャズ」と区別している。当時のアメリカのスウィング・

ジャズとポピュラー音楽、およびその影響を受けて作られた日本の流行歌がこ

こでいう「ジャズ」であり、対談の前年に発売された江利チエミの「テネシー・

ワルツ」などがその代表的なヒット曲であった。

　ただし対談においては、こうしたジャズのヒット曲の題名も、流行歌手の名

前も一切出てこない。二人の関心は、もっぱら若い人々がジャズのコンサート

（対談では「ジャズ大会」と呼ばれている）に熱狂する姿にある。

福田　秦さんはジャズ大会なんか、あんまりゆかれないですか。

秦　菓子屋の主人は、あんまり菓子を食わないんだろうと思うんですがね。

福田　商売熱心だから、案外ゆかれてるのかと思ったんですけど。
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　秦がジャズに関して「菓子屋の主人」を自認するのは、大正９（1920）年か

らの６年間、1920年代のキャバレー文化全盛のベルリンに滞在（７）した、前衛

芸術としてのジャズを語ることのできる数少ない日本人の一人だったからだ。

ダダイズムなど尖端的芸術運動の中心となった20年代ベルリンにおいて、後に

ブロードウェイ・ミュージカル『キャバレー』にも描かれるように、ジャズは

辛辣な政治諷刺などを含む、時代の最先端を行く前衛音楽であった。それを知

る秦が帰国後に上演した日劇ダンシングチームのレヴューにも、当時の日本に

おける「ジャズ」が使われていたし、この時期に上演していた「帝劇ミュージ

カルス」においても同様であった。

　しかしこの対談の時点において若者たちが熱狂していた「ジャズ」は、これ

とは本質的に異なるものであった。戦後の日本におけるジャズの歴史は、進駐

軍キャンプで米兵向けに演奏した来日アメリカ人や日本人によるジャズバンド

に始まり、昭和27年の日米安全保障条約発効で米軍基地の規模が縮小されると、

日本人のジャズバンドが基地以外で演奏する機会が増え、大量に流入するアメ

リカ文化に憧れる若者たちがこれを支持した。

　これについて秦は対談の中ではっりと、「私は日本人のジャズはダメだと思っ

てます。本物になってないと思いますね。そういう意味でも、あんまり飛附い

てゆかないんです」と述べている。これより少しあとの部分では「日本人の演

奏するジャズというものは、外国で実際に聴くジャズとは非常なちがいがある

し、非常に皮相的なものでね、いわばジャズの俗化したもののような気がする

んです」、「そういうふうに俗化されたから大衆化したんですよ、ね。ほんとの

ジャズは、やっぱり非常に高度化した音楽ですからね」と述べているが、秦が

20年代のベルリンで聞いた「外国で実際に聴くジャズ」と比べて、当時の日本

で演奏されていたジャズが「俗化したもの」に思えるのは当然であろうし、同

時に「高度化した音楽」が「俗化されたから大衆化した」という見解は、「大

衆芸能」の本質にかかわる的確な指摘である。

　では一方の「小唄」についても整理しておこう。三味線を伴奏楽器とする日

本の伝統的な声楽曲は、旋律の音楽性を重視する「唄い物」と、詞章の物語性

を重視する「語り物」に分類され、義太夫節、常磐津節、清元節などの浄瑠璃
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や浪花節が「語り物」であるのに対して、長唄、端唄、うた沢、小唄などが「唄

い物」である。浄瑠璃は歌舞伎や人形浄瑠璃などの芸能で使われ、長唄や小唄

は花柳界で芸者が演奏するほか、庶民が師匠に教わる趣味の習い事として浸透

していた。

　対談において「小唄の復活」として話題となっているのは、このうち「趣味

の習い事」としての部分である。

秦　いま小唄というものは、盛んなようですね。小唄、長唄……。東芝の

社長の石坂さん、あれは長唄ですわね。それから江東楽天地の社長の今

村信吉さんなぞは、病膏肓に入って、こないだ白木屋ホールでやった素

人名人会に出たんですよ。三越劇場の名人会にも出たんじゃないかな。

清元、常磐津となると、むつかしいですからね。一番やさしいのが小唄

と長唄。やさしいと言っちゃ済まんけども、（笑声）入りやすいですか

らね。僕にも何かやれと言われるんですけどね、僕はもしやるなら義太

夫ですよ。やりませんけどね。

福田　義太夫なんていうのは、昔は流行ったんですね。

秦　昔は例の「寝床」（８）っていう落語があるくらいですわね。いま義太夫

に凝ってる人では、下村海南（９）さんが大変ですね。

　小唄に限らず、各種の邦楽を趣味の習い事として楽しんでいる人々の例があ

げられるが、中でも小唄は多くの曲が２～３分以内に収まる短いものであるた

め「一番やさしい」と考えられ、愛好者が多かった。秦が政財界人の個人名を

列挙したのは、福田が研究対象とする「大衆」芸能に対して、「大衆」に含ま

れない政治家や資本家たちの芸能熱についての情報提供であった。

　福田の「いま小唄はどういう人たちに流行してるんです？　会社の重役とか

……」という質問に対して、秦は「そうのようですね。まあ、生活に余裕が出

来て来たことですわね」と答えている。

　彼らに対する秦の態度は、落語の「寝床」について対談中二度も言及してい

るように、「悪いとも何んとも思いませんよ。好きな人はやったらいい」と言

いながら、「今の小唄はあんまり自信のつき過ぎた方が多い傾向がありますね。

（笑声）」と批判的である。
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　さらに帝国劇場でもこうした素人による「小唄の会をやった時」の事例をあ

げ、「一人が二つづつ唄って、ザッと、四十人ですから、八十の唄が出たわけ

ですね。僕はあんな短い歌詞のものじゃ、八十も変わったフシが出来るのかし

らんと思いましたよ。僕は全部聴いたわけじゃないけども、おそらく同じに聴

えるのがあったんじゃないかと思いますがね。（笑声）」とした上で、こうした

習い事としての小唄の流行を次のように分析する。

　大体、定式のものがあって、それをこっちへ枝を延ばし、あっちへ葉を

つけ、ということで作ったものでしょうからね、そんなに違ったものが出

来るなんてことは有り得ないですよ。歌謡曲がそうですね。同じような曲

がずいぶん出て来るでしょう。だから、スタンダードさえ呑込めりゃ、あ

とはちょっとお師匠さんに教えてもらうと、いけるようになるというわけ

で、やっぱり小唄はやさしい、ということじゃないですか。まあ、音楽っ

てものは、小唄に限らず、そういうものでしょうね。共通のものがあるん

でしょう。小唄は殊に手っ取り早くいけるからやさしい、やさしいから習

う。こういうことでしょうね。

　この対談の中で論じられる「小唄の流行」は、以上のように政財界の人々を

中心とした習い事としての小唄に限られており、ジャズの場合と同様、レコー

ド化されてヒットする流行歌については触れられていない。しかし「昔懐かし

さ」として習い事の小唄が流行したのと並行して、この時期の流行歌の世界で

は、芸者による「お座敷小唄」、「花柳界もの」の復活や、民謡調の「お座敷ソ

ング」の流行が注目されていた。この対談の企画も、そうした背景があってこ

そ成立したものだと考えられる。そこで福田と秦の比較論の分析の前に、対談

では触れられていない、この時代の流行歌の世界における「ジャズ」と「小唄

（あるいは民謡調お座敷ソング）」の復活について触れておこう。

２－２．園部三郎の「ジャズ狂時代」と「民謡復活」批判

　昭和28年は、戦後日本の流行歌史の中である一定の方向を定める、極めて重

要な分岐点となった年である。この年の流行歌の状況について、福田とともに

思想の科学研究会に参加した音楽評論家の園部三郎が、このグループの「思想」
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の中核をなす政治的な視点から、具体的な記述を残している。

　まず「小唄（あるいは民謡調お座敷ソング）」の流行について、『日本民衆歌

謡史考』の中で次のように述べている。

　一九五一（昭和26）年九月に講和条約が調印され、一九五二年に発効し

た。そして同時に日米安全保障条約も調印された。これらの調印はすでに

日本の民主化の行きすぎを是正するという名目で、それをおさえていた保

守勢力によって行なわれたのであるが、このころから、さかんに「逆コース」

ということばがもちいはじめられた。（中略）講和条約の発効後まもなく、

戦犯追放解除者が大量に復活して、かれらの政治活動によってこの逆コー

スはいっそう積極化した。（中略）そして、この空気を背景に、一九五二

年ごろから民謡調がさかんに復活しはじめた。そのことを、赤坂の小梅姐
ねえ

さんは、ＮＨＫの「朝の訪問」で、「わたしは男でなかったから戦争では

御奉公できなかったが」と前置きして、「民謡というものは必ず復活する

と信じていた」と確信をもって語っていた。だが、古いものの単なる復活は、

過去への愛着と郷愁のあらわれにすぎない。そして、これが逆コースのもっ

とも素朴な表現だろう。しかも、お座敷小唄のヴェテラン小梅姐さんのい

う民謡も、じつは、お座敷三味線俗調による俚謡のたぐいであって、純粋

な民謡ではなかったろう。（中略）これが一九五二、三（昭和27、28）年

の風景であるが、しかも、その底流には、もはや、新鮮味を失いかけてい

る古賀メロディが西条八十の作詞によって、「ギター月夜」〈山に花咲く色

恋し……〉や「こんな私じゃなかったに」〈ひろい世界にただひとり……〉、

「ゲイシャワルツ」〈あなたのリードで島田もゆれる……〉などという花柳

界ものが依然として流行し、これらが、一九五三、四（昭和28、29）年か

ら「お座敷ソング」ともよばれて、ひじょうにひろまった。またその歌詞

はますます卑猥化して、すでに述べた「桃色歌謡時代」などという名さえ

生まれたのである。（10）

　「赤坂の小梅姐さん」とは、芸者出身のレコード民謡歌手、赤坂小梅である。

小梅は昭和８年に古賀政男の曲でデビュー後、新民謡や戦時歌謡のヒット曲を

多く吹き込み、このジャンルの代表的な歌手となった。戦後も昭和25年の「お
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てもやん」がヒットし、昭和28年末にはＮＨＫの第４回紅白歌合戦に出場して

いる。「ギター月夜」、「こんな私じゃなかったに」、「ゲイシャワルツ」の３曲

は、いずれも昭和27年発売の古賀政男作曲、西条八十作詞による「お座敷ソン

グ」のヒット曲である。

　この時期の「民謡調」や「お座敷ソング」に対する園部の見解を整理すると、

Ａ．講和条約の発効と戦犯追放者の解除（秦豊吉もそのひとり）による「逆

コース」＝保守勢力による右傾化を背景としている。

Ｂ．単なる古いものの復活であり、過去への郷愁に過ぎない。

Ｃ．復活したものは、「純粋な民謡」ではなく、「お座敷三味線俗調による俚

謡のたぐい」である。

Ｄ．その歌詞は卑猥化している。

ということになる。

　次に園部がこの時期のジャズについてどう記述しているかを見てみよう。園

部は昭和29年９月に出版された『演歌からジャズへの日本史』の最終章「ジャ

ズ狂時代」の中でも、「逆コース」としての「民謡復活」について論じたあと、「こ

のような逆行復古の激流に対立して、近年、人々を呆然とさせているほどの問

題となっているものに、先程ふれたジャズ狂時代の現出がある。しかも、これ

が、この書の最後の到達点となるのである」（11）と述べている。すなわち、昭和

28年におけるジャズと小唄の流行は、まったく逆方向の「激流」が対立する現

象として注目される、時代のトピックだったのだ。

　園部は若い人々が熱狂するジャズに対する多くの批判について、「ジャズに

しろ、流行歌にしろ、それらについての批判の大部分は、はたしてそれらが本

来何んの魅力もないものか、あるいはきき手としての自分に何か興味を起させ

るものがありはしないか、などと考えた上のことではなく、頭から怪しからぬ

ものと思いこんでしまう、いわば高い所からのお説教に似たものが多いのでは

ないだろうか。そして、いわゆる高慢な精神にみちた健全な人々は、おれたち

の歌をきけとばかり、民衆を見下した態度にときとしておちこんでいるのでは

ないだろうか。」（12）と述べ、ジャズに熱狂する「民衆」の立場に立ち、「高い所」

から「お説教」する人々の方を批判する。その上で、日本におけるジャズの流
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行について、「ジャズの発生の歴史とその発展の歴史とを観察して、それがは

たして、日本の民衆音楽にプラスするものかマイナスなのかを考えるべきであ

ろう」という態度を取り、ジャズの歴史をひもとき始める。その中で、ジャズ

のリズムについて「アフリカから白人のための奴隷としてアメリカ大陸に送ら

れた黒人が身につけていたもの」であったが、それがアメリカの白人社会に持

ち込まれることによって「はじめの素朴さはしだいに失われて、今日のアメリ

カ・ジャズというものが生まれてきたのである」と論じ、1911年のアーヴィング・

バーリンの「アレキサンダーズ・ラグタイム・バンド」のヒットについて「ジャ

ズは、もはや、アメリカ資本主義の爛熟のなかに発酵する脂粉と文明の装いに

よって、はじめの素朴さを喪失しはじめていた」（13）としている。

　アメリカのジャズが、本来の黒人音楽の「素朴さを喪失」したものだとする

見解は、園部が「民謡復活」について、「純粋な民謡」ではないとした考え方

と共通する。また秦が対談の中で、当時の日本のジャズについて「外国で実際

に聴くジャズとは非常なちがいがある」、「非常に皮相的なもの」、「いわばジャ

ズの俗化したもの」と批判したこととも、同じ方向性にあると言えるだろう。

　さらに園部は日本におけるジャズについて、以下のように記述している。

　ジャズが、日本で最初にきかれたのは、レコードでは、大正九年ごろの

社交ダンス全盛時代であったが、バンドの実演としては、既述のように、

大正一三年大阪の灘万カフェーであり、その為、レコードの大量輸入とと

もにダンス・ホールからレコード鑑賞に移り、やがて日本人特有の智的鑑

賞層を生み出したのである。その時代が、日本資本主義の矛盾がもっとも

深刻化していた時代であることはすでに書いたとおりである。そして、こ

のジャズの世界化の過程は、いわゆるアメリカ・ジャズの本質が、資本主

義社会の生み出す特有の頽廃、または官能の悦楽性と無縁でないことを示

しているといっても間違いではないのである。

　そののち、既述の「君恋し」（昭和四年）以後の流行歌の頽廃の過程と

ともに、ジャズはますます流行したが、太平洋戦争の勃発後、日本ファシ

ズムはジャズ一切を禁止した。けれども、敗戦と同時に日本が陥いった無

秩序混乱と虚無頽廃の世相は、既述のように、一時は古賀メロディやブギ
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などの二つの方向を往来したが、アメリカとの関係が緊察（ママ）化される

にしたがって、旧流行歌のどれにも飽きたらぬ青年層が、まづジャズへ向っ

て急流のような傾倒を示しはじめて、やがて今日のジャズ狂時代を出現し

たのであった。（14）

　こうした園部のジャズ観を整理しておくと、

Ａ．ジャズは「純粋」な黒人の民族音楽ではなく、資本主義の頽廃が生み出

した「官能の悦楽性」を伴うものである。

Ｂ．日本でも、資本主義社会の矛盾が深刻化した時期に、流行歌の頽廃とと

もに流行した。

Ｃ．昭和28年頃の流行は、アメリカとの関係が緊密になるにつれ、敗戦後の

頽廃における旧流行歌に飽き足らなくなった青年層が熱狂的に傾倒した現

象である。

ということになるだろう。こうしてみると、園部はこの時代のジャズと民謡の

復活を同じ観点から批判していることがわかる。

　では両者を批判した園部は、どのような音楽を理想としているのか。それは

ジャズについて「日本の民衆音楽にプラスするものかマイナスなのかを考える

べき」としていることからもわかるように、「民衆音楽」という言葉で表現さ

れている。昭和29年の『演歌からジャズへの日本史』からの引用を続けると、

民謡の復活について、前述の「赤坂の小梅姐さん」のＮＨＫでの発言に触れた

あとで、以下のように述べている。

　この民謡復活はまた、逆コースとは反対に、日本の民主的独立を願う勤

労者の間に民族伝統の継承と発展という形でもり上りはじめている。もち

ろん、日本の民族音楽が、民族伝統一点張りで創造できるものではないが、

しかし、すぐれた民衆歌曲というかぎりでは、今日、俚謡化され、商業化

されてしまっている四畳半民謡とちがって、民謡の本来の骨格をさぐって、

それを新らしい感覚で創成することが大きな課題となるだろう。その意味

での民謡復活こそ、真の民衆歌曲への道ではあるが、俗謡界での民謡復活

の兆は決してこのようなものでないところに、今日の時勢の反映が悲しく

もみられるのである。（15）
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　また同書においてジャズについては次のように結論づけている。

　ジャズの流行が、ひとつの植民地化的現象であることは否めないが、し

かし、同時にそれへの批判は、青年の若々しいエネルギーを満足させるよ

うな、現代的感覚にみち、しかもゆたかな人間感動にあふれた民衆音楽を

創造する以外に方法はないのである。新らしい創造こそ、何にもまして現

実的で、しかも強力な批判であることは、流行歌謡の、（ママ）場合と少し

も変りがないのである。そしてジャズは大いに研究されるべきものである。

　この意味で、ジャズの関係者が、ジャズが現実にどのような影響を、そ

の熱狂層に与えているかを考えてみるなら、ジャズが今の儘でいいとは決

して思わないだろう。また、ジャズ熱の狂態が、今日の日本民旅（ママ）の

おかれている現実の運命とどんなに隔たったものであるかをも、考えてみ

ねばならぬだろう。さらに、また、ジャズがどのようにして、本来の黒人

の素朴さ真実性とを取りもどし、また、アメリカ・ジャズの官能衝撃的な

狂操性からより高い人間感動にまで達せられるか、ということが、ジャズ

にとっての大きな問題なのではないだろうか。（16）

　すなわち園部は、民謡についてもジャズについても、その「民衆音楽」とし

ての音楽性自体を批判しているわけではなく、あくまでそれが「資本主義の矛

盾」によって「頽廃」した点を批判しており、そこから新しい「民衆音楽」が

生まれる可能性を否定していない。ジャズはこのあと、50年代後半のビ・バッ

プから60年代のモダン・ジャズへと進展し、むしろポピュラー音楽とはかけ離

れた芸術性を追求する方向へと進むという皮肉な未来が待っているのだが、も

ちろんこの時点ではそれを予測しようもない。

　園部とともに思想の科学研究会に参加していた福田のジャズ観も、基本的に

はこれと同じ方向性にあったと思われるが、『文藝春秋』の対談では、こうし

たイデオロギー的批判を含む発言は一切していない。場所と相手をわきまえて

控えたのか、あるいはそうした発言は活字化されなかったのかもしれない。い

ずれにしても、この時期の「ジャズ」と「小唄」が、社会民主勢力と保守勢力

が対立する政治的な構図の中にあったことは確かであり、こうした背景を踏ま

えた上で、あらためて福田と秦の比較論に戻って検討しよう。
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３．「ジャズ」と「小唄」の比較論

３－１．「ジャズ」と「安来節」の観客論

　対談において秦が、「戦争前から日本にあったジャズが、戦争後になって急

にこれだけ復活したということは、僕は小唄の復活よりもう少し深いものがあ

るんじゃないかと思う」と発言した続きを読んでみよう。

秦　小唄のほうは根が弱いですね。ジャズのほうが僕は根が強いと思う。

戦争前は、ジャズはダンスホール中心のもので、あれほど熱狂はされな

かったんですね。今は素人が熱狂してます。これは戦後の混乱期のジャッ

ジィな気もちに、一般の人がなってる、その結果じゃないかと思いますね。

福田　小唄の場合は復活という言葉が似合わしいけど……。

秦　ジャズは蔓延したんですね、病気みたいだけど。

　ここで秦が言う「ジャズのほうが根が強い」とは、戦後のジャズが、（プロ

の接客婦が客の相手をする）ダンスホールのような場ではなく、「素人」、「一

般の人」が「熱狂」している現象を指しているようだ。

　福田や園部が「民衆」あるいは「大衆」と言う場合、それはイデオロギー的

に「知識人・文化人」などの特権階級ではない、労働者階級を意味しているが、

ここで秦が言う「素人」、「一般の人」との違いについては、注意を要する。秦は、

邦楽の稽古をした会社社長たちの発表会を「素人」名人会として紹介している

ように、邦楽の専門家や芸者などの「玄人」に対して彼らを「素人」としてい

るが、小唄の復活を支える「四十代を越した、生活に余裕のある人」と、この

時代のジャズに熱狂する「素人」、「一般の人」の質が根本的に異なっているこ

とを指摘しているのではないだろうか。戦後のマス・メディア中心の文化状況

の出現によって、芸能を支える主体が「知識人・文化人」を中心とする「素人」

から、「知識人・文化人」ではない「民衆」、「大衆」の手に移りつつある現象

を指して、「根が深い」と言っているように読み取れる。「知識人・文化人」の

代表者である秦にとって、それは「病気みたい」に「蔓延した」と感じられた

のであろう。
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　この発言を受けて福田が持ち出したのが、当時のジャズの聴衆と安来節の観

客の共通点についてである。大正から昭和初期に流行した近代の大衆芸能とし

ての安来節は、昭和28年には浅草でわずかに残るだけの状態になっていたが、

その観客層は明らかに「知識人・文化人」ではない「民衆」、「労働者階級」で

あり、福田は岩波新書の『民衆と演芸』で一章を設けて、その舞台と観客の関

係について論じていた。秦が「知識人・文化人」の小唄趣味を持ち出したのに

対して、福田が「民衆」と芸能の関係を持ち出したことになる。対談の該当部

分を引用しよう。福田が「ジャズ大会」に「一回ゆきました」と言ったあとの

会話である。

福田　僕はダミアのシャンソン（17）を聴いても、同じことを感じたんです

けど、ジャズを聴いて、とにかくみんなが手を振って熱狂してるんです

ね。観客が弥次ると、演るほうも応酬する。そういう現象が非常に強い

んですね。あれを見てすぐ想い出したのが―どうも秦さんを前に置いて

具合が悪いな。

秦　何がですか。

福田　そんなこと全部知ってるということになるから。

秦　いやいや、そんなことご遠慮なく。

福田　僕はね、安来節を想い出したんです。

秦　や、私は今それを言おうと思ってたんです。

福田　よく似てると思うんですよ。安来節の全盛時代は、おそらく同じよ

うな熱狂だったと思うんです。

秦　それが洋化しただけですね。実は何を仰しゃるかと思ってたんだけど

も、私もそのことを言おうと思っていたんです。同感ですね。

　ここに前に引用した秦の、日本のジャズは「俗化したもの」という発言があ

り、それに続けて福田は次のように語る。

　アメリカのジャズそのままが入ってないんで、観客と応酬したり、即興

的に笑わせたり、非常に妥協してるんです。安来節にしても、ああ、いい

声だな、と思って聴いていると―そんなのはあんまりいませんがね、そ

う思ってるとバッと止めちゃって、「どうして俺はこんないい声が出るん
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だろう」というようなことを言うんですね。見てる連中はそれでいいのか、

喜んでるんですよ。こっちはちっとも面白くない。

　ここで福田が注目しているのは、演奏される音楽そのものではなく、舞台と

観客の関係である。演者が「観客と応酬したり、即興的に笑わせたり」するこ

とは、純粋に音楽を聴かせる場であるなら不要な、あるいは邪魔になるはずの

ものであるのに、「見てる連中はそれでいいのか、喜んでる」。それは観客が音

楽を聴くことよりも、演者とのコミュニケーションを楽しむために来ているか

らであり、それが音楽としては「妥協」や「俗化」だという考えである。

　この考えは、対談の直前に出版された岩波新書の『民衆と演芸』にある「機

智と滑稽について―安来節演芸―」（18）という一文の中で論じられている。その

内容を以下にまとめておこう。

　福田は当時、浅草に一軒だけ残っていた安来節の常設館（文中で明記されて

いないが木馬館）の興行について、その公演の様子を描写し、観客の意見を取

材した上で、「安来節演芸の面白さは芸人の歌の魅力だけではない、というこ

とがわかる。むしろ、それは練達した芸人と場馴れのした見物とによってつ

くり出される社交的な雰囲気の魅力である」、「演芸がすらすらと進んでゆく場

合には、かえって気ぬけがするのである。これに対して、舞台へ出ている芸人

同志のかけあいめいた冗談話や見物の野次がさかんに行われる時には、場内は

おのずから活気づいて、舞台と見物との間にも親しい関係が成立する」と述べ、

舞台と観客の間の「社交的な雰囲気の魅力」、「親しい関係」に注目する。そし

てこのあとがいかにも哲学者らしく、このような関係を成立させる要因として、

「機智」（ウィット）と「滑稽」（ユーモア）という二つの概念を提示してこれ

を説明する。

　まず「機智」とは、「ふつうの思考」とは違う「特殊な思考の仕方である」

と説明し、「常連のたのしみのひとつは、練達した芸人をからかうことである」

と指摘して、常連の観客と芸人との間に即興的に交わされたやりとりの実例を

あげる。そして「その多くは駄洒落にすぎないが、問題は洒落の質よりも、洒

落となって現われる観客の関心の仕方である」としてそれを「機
ウィット

智」とする。

　こうした関係は一人の芸人と一人の観客との間に成り立つものではなく、「安
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来節の見物にはかなりの数の常連がいて、芸人側との間に親しみのある社交的

雰囲気をつくり出している」のであり、また芸人側も基本的には四人一組で、「芸

人たちのチーム・ワークがうまくいっている時には、口うるさい常連を中心と

した見物との間に、相手の虚をつく文句のやりとりが活発に行われる。機智に

みちた言動は、このような舞台と見物との掛合を面白いものとすることによっ

て歓迎されるのである」と述べている。

　「滑稽」については、「芸人がうたう歌にも見物に卑猥な連想を強いるものが

少くない」、「ここでは見物人も芸人と同等の発言権をもっている。女芸人に卑

猥な冗談をいいかける彼らは、村の娘をからかう中年以上の男のようにいかに

も楽しそうである」という実例から、「卑猥な文句のやりとりがユーモラスな

ものとなる」とし、また芸人の前に百円紙幣を置いた観客を、芸人が舞台にあ

げて踊らせた例をあげ、酔っ払いや無作法な客も笑いに変えてうまくあしらう

芸人の能力に注目して、「ある事態が練達した芸人の手によって滑稽化される」

と述べる。その上で、「機智と滑稽とはいずれもひとびとが親しみあう社交的

関係に対するいきいきとした関心のあらわれである」と結論付ける。

　このように福田は『民衆と演芸』において、「芸術」を支持する「知識人・文

化人」がそれまで評価することのなかった「民衆」の芸能である安来節につい

て、芸能そのものではなく演者と観客の関係に注目して肯定的な評価を下した。

　しかし一方でこうした「機智と滑稽」について、「大衆芸能において、機智

の表現が駄洒落になりがちなのは、滑稽が卑猥な冗談にむすびつくことと同様

に、大衆芸能の観客の社交的関心が彼らの群衆的性格に制約されているからで

ある」とし、「大衆演芸における機智や滑稽が卑俗なものでしかないのは、観

客の関心を喚起する社交的関係が芸人のとりもちによって成立した擬制的な社

交的関係にすぎないからである。そこには、観客が勤労者として入りこんでい

る日常の人間関係につながるものは見られない」としてそれを批判する。対談

でも「こっちはちっとも面白くない」と発言しているように、それは常連の観

客や芸人との「擬制的な社交的関係」を求める観客にしか「面白い」と思えな

いものである。

　福田と秦の対談に話を戻そう。福田が「安来節」という言葉を出した途端に、
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秦が「私は今それを言おうとおもってたんです」と言ったのは、秦がこの岩波

新書の内容を把握していたからかもしれない。福田が「そんなこと全部知って

るということになるから」と躊躇した通り、福田の世代が知らない戦前の「安

来節の全盛期」を秦はよく知っていた。そこで福田は、岩波新書には記述のな

い、以下のような話題を持ち出して、秦から「安来節の全盛期」の話を引き出

そうとする。

福田　今でも浅草で安来節をやってますね。お客はたくさんいなくて、む

かし小僧時代に聴いて感激した人が、また聴きに来てるという程度です

ね。この前、感激してる男がいまして、話してみたら、かつてナントカ

姉妹の安来節が出雲から来た時、自分はまだ小僧だった、今では土木会

社の課長になったが、今度来てみると懐旧の情にたえない、と言ってま

したよ。

秦　第一列に陣取ってるお爺さんが、舞台の人に金をやったりしてますね。

よき風景ですよ。

福田　あれの全盛は大正の初期ですか、博覧会に連れて来たのが、評判が

よくて残った、という説があるんですけど。

　こうした福田の質問に答える形で秦が紹介した話は、安来節もジャズと同様

に「俗化されたから大衆化した」ことを証明する、次のようなものであった。

秦　そんなことでしょうね。僕は出雲の松江へいったことがあるんです。

二十二、三年前ですけどね、あそこで芸妓が来て踊ったのが、なかなか

うまいんです。笊を持ってやるところなんか、真に迫るんですよ。なる

ほど本場だけあってうまいな、と思ってたら、最後のアラ、エッサッサ

アを言わないんですよ。それから「アラ、エッサッサアはどうした」っ

て言ったら、「そんなことをやるのは場違いだ」って。（笑声）

福田　じゃ、はやしことばは？

秦　なかったですね。

福田　それじゃ間が抜けませんか。

秦　うまいから、ヘンじゃありませんね。

福田　安来節の全盛時代、これは今のジャズと似たものを感じさせられて
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……。

　カゴでドジョウをすくう所作をする「どじょうすくい」の踊りや、「アラ、エッ

サッサア」という囃し言葉で知られる安来節は、島根県安来市の民謡にルーツ

を持つ、いわゆるお座敷芸であったが、大正初期の博覧会で東京に紹介されて

から大衆芸能として広まったと言われていた。実際には吉本興業の林正之助が

大阪でその流行を作り、それを見た根岸興業部の根岸吉之助が浅草での興行を

始めて大ブームとなったものである。「二十二、三年前」というから昭和５～

６年頃という計算になるが、秦が松江で見た戦前の安来節は、浅草の「ちっと

も面白くない」ものとは違って、「本物だけあってうまい」ものであり、「囃し

言葉」という「舞台と見物との掛合」のための手段がなくても、「うまいから、

ヘンじゃありません」という。これは園部が戦後のジャズと民謡を、「純粋」

なものではないと論じたのと同じ文脈である。園部はそれを「資本主義社会の

生み出す特有の頽廃」とし、秦は「俗化されたから大衆化した」と表現してい

ることになる。

３－２．「小唄」と「ほんとうの娯楽」

　ジャズと安来節の流行について、こうした「俗化」という意味での類似性を

指摘したところで、対談は小唄との比較論に戻り、秦が「小唄の流行とは大分

ちがいますね。小唄はどういう所がいいんでしょう。つまりね、小唄で満足し

なくなると歌沢へゆくとか、歌沢で満足しなくなると清元へゆくとか、そうい

うものでしょうかね」と述べる。

　うた沢（記事での実際の表記は「哥澤」）も小唄と同様に、端唄から派生し

た比較的短い「唄い物」であるが、浄瑠璃の一種である清元は、物語性があり

長く複雑になる。つまり「生活に余裕が出来て来た」文化人・財界人の趣味と

しての小唄の流行は、ジャズの俗化とは逆に、芸術的に深化し複雑化する方向

に進むという指摘である。小唄は「一番やさしい」から趣味の入門として最適

であるが、そこから複雑化して最終的には秦自身が「もしやるなら」としてあ

げた義太夫まで、どこまでも奥深い世界が広がっている。こうした「俗化」と

は逆の方向性が、小唄の流行を支えているということだろう。
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　この発言を受けて法政大学教授の福田が、この時代の学生たちの芸能に対す

る態度に話を移す。当時の大学生は、もちろん安来節の観客である「民衆」と

は違った「インテリ」である。

福田　学生なんかはジャズが絶対でしょうな。ただ落語なんかはかなり熱

心です。どの大学でも落語研究会がありますね。東大にも早稲田にもあ

るでしょう。

秦　この頃は学生が歌舞伎を演りますからね。これはしかし行過ぎだな。

ごく僅かの決った人で演ってるんだけど。若い人で歌舞伎が好きだとか、

劇評を書いてる、という人がいますね、あれは若い人が一遍は通る麻疹

みたいなものだと、私は思ってるんですよ。だから、そういう学生がい

ても、それによって歌舞伎が非常に強く根を張って来たと見てはいかん

と思うんです。今日歌舞伎が衰えないのは、中年以上の人が支持してる

からですよ。中年以上の人が歌舞伎を支えてるから亡びないんです。な

ぜならば、中年以上の人は経済的な余裕があるし、ほんとうの娯楽とし

て観るんですね。若い人の歌舞伎熱は、娯楽でなしに珍しさ……。

福田　好奇心ね。

秦　ああいう別の世界を見て、非常に珍しく感じられる、そういうものだ

と私は思ってるんですがね。

　ここで秦が「ほんとうの娯楽」という言葉を使ったことに注目したい。「経

済的な余裕がある」「中年以上の人」にとっての歌舞伎は「ほんとうの娯楽」

であるが、若い人の興味は単なる好奇心であって、「ほんとうの娯楽」ではな

いという。この言葉に反応した福田は、すぐに、「芸術」という言葉を持ち出す。

福田　もう一つは、歌舞伎は芸術だというアタマがあるんですね。観るま

でに、まづ誰某先生著「歌舞伎入門」とか、そういうのを一応読み、「菊

五郎芸談」などを読んで、それから観る。殊にインテリですから、芸術

に対する畏敬の念が強いんですね。

　　というのは、この前、学生を落語へ連れていったんですよ。そうする

と、むつかしいことを言うんです。例えば、文楽は枯淡である（笑声）、

小文治の飄々たる味わいは捨て難い（笑声）、そういう意識なしには聴
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いていられないらしいですね。

秦　大学の卒業論文に落語が出ますか。

福田　まだ今はそこまでゆきませんけど。

秦　今にゆきますね。それならば、なぜ若い人が小唄に飛付かないか、と

いうことになるけども、小唄に対しては、何言ってやがる、というよう

なもんじゃないですか。

　学生が好奇心で歌舞伎や落語に興味を示すのは、「芸術」に対するインテリ

の畏敬であって、「ほんとうの娯楽」としてではない。したがって今の学生が

将来中年以上になった時、今と同じような歌舞伎や落語の支持者にはならない

だろうという予測が、「歌舞伎が非常に強く根を張って来たと見てはいかん」

という言葉の意味なのだろう。

　では小唄の場合はどうか。秦はこの話題の最後を次のようにしめくくる。

　小唄を礼讃する人は、常磐津、清元、長唄を経た最後のものが小唄であ

る、というんですね。その説からいえば、それだけの順序を経なけりゃ小

唄は判らないんで、それだけの順序を経るっていうことは、なかなかむつ

かしいことですからね。

　「一番やさしい」としたはずの小唄は、実は奥深いものであり、だからこそ

「経済的な余裕がある」「中年以上の人」は「ほんとうの娯楽」として歌舞伎と

同じように小唄を愛好する。しかしインテリの学生は、歌舞伎を「芸術」とし

て畏敬しても、小唄のこうした奥深さを知らないから、「芸術」とは思えない

小唄に対しては、「何言ってやがる」という態度になる。

　この文脈において当時のジャズはどうとらえられるのだろうか。日本におい

てジャズが芸術とみなされるのは、1960年代に大学生やインテリ層を中心とし

たモダン・ジャズのブームが起きて以降のことである。この時代のジャズは、

少なくとも福田や秦の認識では、安来節の流行のように「俗化」して大衆化し

たものであり、小唄のような「ほんとうの娯楽」ではない。しかし秦はジャズ

の流行のほうが「根が強い」と言う。それは戦前のダンスホール中心で一般的

ではなかった流行が、この時代には「素人が熱狂」して「一般の人」が「ジャッ

ジイ」な気持ちになっているからだという秦の言葉は、「ほんとうの娯楽」の
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時代の終焉と、俗化した「大衆文化」の時代の到来を指摘していると言えるの

ではないだろうか。昭和28年におけるこの対談は、まさにこれから始まる「大

衆文化」の時代の幕開けを宣言していたと読み解くことができるだろう。

４．「大衆芸能」への視座

４－１．「娯楽と芸術」から「限界芸術論」へ

　ここまで小唄とジャズを比較した福田と秦は、小唄とジャズのどちらに対し

ても理解を示しながら、批判的な態度を取っている。「ほんとうの娯楽」であ

る小唄は、「中年以上の人」が経済的に余裕が出てきたために戦前からの娯楽

を復活させたもので、戦後の若い人々には見向きもされない。ジャズは「俗化」

して大衆化したものであって、短期間のうちにブームが過ぎ去った戦前の安来

節と同じもの、ただそれが洋化したものに過ぎない。だとすれば「大衆芸能」

の研究者としての福田とプロデューサーとしての秦は、日本の芸能の未来に何

を求めるのだろうか。それは対談の後半、「民謡の近代音楽化」という見出し

がつけられた部分で話題となるのだが、二人は元より、インテリ学生が憧れる

ような「芸術」の信奉者ではないし、また逆に小唄のような「ほんとうの娯楽」

を追求しているわけでもない。それを近代の文脈において対置される「芸術」

でも「娯楽」でもない、その中間にある第三のものと考えるならば、ここで鶴

見俊輔の「限界芸術」論に触れないわけにはいかないだろう。

　しかしこの対談の時点では、まだ鶴見の「限界芸術」という概念は出てきて

いない。鶴見は『鶴見俊輔集―６　限界芸術論』に収められた「著者自身によ

る解説」の冒頭で、次のように述べている。

　「限界芸術」という言葉をはじめて活字にしたのは、長谷川幸延、福田

定良との座談「文化と大衆のこころ」（日本読書新聞、一九五六年一月一

日号）だった。この言葉を手がかりにして、芸術の全体を考えてみたいと

思ったが、なかなか考えが熟さず、ようやくその機会を得たのは、『講座・

現代芸術』（勁草書房、第一巻、一九六〇年七月）でだった。（19）

　鶴見が昭和35年（1960）年に発表した限界芸術論は、福田と秦の対談の２年
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後、昭和30（1955）年と推定される福田との座談を発端とするものだった。さ

らに鶴見はこの文章の最後を、「結果から考えると、私の歩いてきた道すじは、

同時代に串田孫一、福田定良の両哲学者の歩いてこられた道に近い。自覚して

ではないが、両先達のあとを歩いてきたことになった」と締めくくっているこ

とからも、鶴見の限界芸術論には福田の大衆芸能論が大きく影響していること

がわかる。

　そこで鶴見の限界芸術論に先行するものとして、昭和28年の『民衆と演芸』

において、福田が「芸術」、「娯楽」、「大衆芸能」の区分について論じた「芸術

と大衆芸能―はしがきに代えて―」（20）について検討しよう。

　福田はまず、「日本の文化を向上させるのは国民によい音楽をどんどんきか

せることだと思っているのですよ。そうすれば、流行歌のようなつまらないも

のはうたわれなくなると思いますね」という大学教授の発言を紹介し、「よい

音楽と流行歌―この対立は、もっと一般的には芸術と大衆娯楽との対立とし

て理解されてもよいであろう」として、「大衆芸能」ではなく「大衆娯楽」と「芸

術」との関係から論じ始める。そして「今日の資本主義国家においては、芸術

を支持する社会層は狭い範囲にかぎられている」、「芸術は勤労階級としての民

衆から遊離せざるをえない」ことを論じた上で、「民衆は芸術に背を向け、安

直に楽しめる娯楽を追うようになる。したがって、芸術と大衆娯楽との対立は

資本主義社会における資本家階級と無産者階級との対立にもとづいている」と

する。芸術は「文化人もしくは教養のある人間」にとっては面白いものであっ

ても、「文化人でもなければ教養人でもない民衆」にとっては、「ちっとも面白

くない」ものであって受け入れられない。したがって「芸術を民衆に近づける

には、まず民衆の要求する面白さとはどういうものかということを知らなけれ

ばならない。そのためには、彼らが愛好するいわゆる大衆娯楽について考えて

みることが必要である」として、そのイデオロギー的立場を鮮明にする。

　これは福田も鶴見も参加していた「思想の科学研究会」の基本的なスタンス

であり、これについて𠮷田司雄は「戦後日本において『大衆文化』は、政治的

な闘争のフィールドであった」、「それは進歩的知識人の視線をもって日本の抑

圧された「大衆」像を構築しようとする極めて政治的な試みであった」（21）とし
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ている。福田が「彼ら
0 0

が愛好する大衆娯楽」（傍点筆者）と記しているように、

これを論じている福田を含めた人々は「大衆」ではない「文化人もしくは教養

のある人間」であり、「芸術を民衆に近づける」方策を探るため研究する存在

であった。

　思想の科学研究会による大衆娯楽研究をまとめた昭和25年の『夢とおもかげ 

：大衆娯楽の研究』にある「大衆娯楽調査の意義」で、南博は次のように記し

ている。

　われわれは日常に大衆ということばを、いろいろな意味で使っている。

しかし普通にそれは社会層の一部として、もっぱら中層とそれ以下の層に

属する人々を指している。その場合には、一定社会において、人々の大部

分を占める、多数者として、その社会におけるもっとも平均的な常人、コ

モン・マンの集団を考える。（22）

　しかし福田が「大衆芸能」という言葉で考察の対象としたものは、それまで「大

衆娯楽」という言葉で論じられてきたものとは異なっていた。この点が重要で

ある。

　それまでの「大衆娯楽」は、政治的な闘争のフィールドにおいてはまず批判

の対象であった。それを端的に示す例として、昭和26年８月号の『思想』にお

ける「大衆娯楽―実態と分析―」（23）と題した特集の冒頭に掲載された、清水幾

太郎の「大衆娯楽について」を引用しよう。その冒頭で清水は「戦後の日本に

於ける大衆娯楽の発達、恐らく過度の発達について、心ある人々は、深い憂慮

の言葉を語っている。事実、亡びかけた今日の日本の中で、また各人の苦しい

生計の中で、大衆娯楽が占有している不当に大きな面積は、何としても、これ

を健全なものと見ることは出来ない」と述べる。大衆娯楽の発達を「憂慮」す

る理由は、「人々の政治的関心を麻痺させるから」である。また清水は「芸術」

と「娯楽」について、「芸術の場合は、現状を乗り越えた地点に新しい価値を

追求するという冒険があり、従って、人間の向上があるのに対し、娯楽の場合は、

過去から承け継いだ古い価値の確認があり、それ故に、結局、現状との安全な

妥協があるに過ぎないと言われる。思うに、これは、一個の通説と目すべきも

のである」として区別し、「大衆娯楽」は、「日本の運命、自己の運命に向けら
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るべき関心を、名人戦へ、ホームラン第何号に向けさせる」ものとして批判する。

また一方、日本の「芸術」についても、「日本の場合、芸術家の誇りは政治的

無関心にある」として、大衆娯楽も芸術もともに「現実からの逃避である」と

する。さらに「何故に大衆は自分の運命に関する政治的諸問題から逃避するの

であろうか」と問い、「政治的問題の難しさがあり、また、とかく、この難し

さを誇張する学者たちの傾向がある」、「専門の学者が複雑と困難とを云々して

いる時、新聞、一般にマス・コミュニケーションは勝手に問題を単純化してし

まっている」として、最後に「大衆は、芸術家及び学者に対する不満と批判と

を表明するために、その身を大衆娯楽に委ねているのかも知れない」と結論する。

　福田は『民衆と演芸』の中でこの清水の文章を引用し、「私は、大衆小説・通

俗的な映画・落語・流行歌・浪花節等を麻雀・スポーツ見物・競馬・競輪等と

混同する考え方には賛同できない」（24）、「同じ大衆娯楽でも落語の面白さと競

輪の面白さとは同一ではない」（25）とする。「野球やパチンコは代表的な大衆娯

楽であるが、それらの面白さは現実の生活に対する民衆の関心に根ざしたもの

ではない」のに対して、「江戸時代に発達した歌舞伎や邦楽が民衆の関心を動

かしてきたことを知っている」、「今日の大衆文学・落語・浪花節についてもい

える」として、「現実の生活に対する民衆の関心」に根ざしたものであるかど

うかを基準として、広い意味での「大衆娯楽」から「大衆芸能」を区別する。

　次に福田は、こうして「大衆娯楽」と区別した「大衆芸能」を「芸術」と比

較し、「芸術」と「大衆芸能」の違いについて次の３点をあげる。

Ａ .「大衆芸能は、芸術を支持する階級とは異ったひとびとによって愛好さ

れている」

Ｂ .「その多くは興業資本の対象としてとりあげられている」

Ｃ .「芸術の性格が西洋的であるのに対して、大衆芸能の多くは伝統的な芸

能として民衆に親しまれやすい要素をもっている」

　その上で福田は、大衆芸能を研究する目的を、「民衆を芸術に近づける手がか

りを見つけること」とする。つまり福田にとっての理想はあくまで「芸術」に

あり、「大衆芸能を必要としないひとびと、つまり芸術を享受することができる

ひとびと」である自分たちの方へ「民衆」を引き上げるための手段としての研
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究だということになる。「民衆にとって面白い芸術は私たちにとっても面白い

芸術」であるとし、「私は社会心理学者とはちがった側面から大衆芸能を考察

する。それは簡単にいえば、大衆芸能の「面白さ」である」とした福田は、こ

の点で大衆娯楽を批判した清水とは異なる立場に立っている。

　こうした福田の「大衆芸能」論を、のちの鶴見の「限界芸術」論と簡単に比

較しておこう。

　鶴見の限界芸術論では、福田が「芸術」ではなく「芸能」とした対象につい

ても、広い意味での「芸術」と見なした上で、これを「純粋芸術」（Pure Art）、

「大衆芸術」（Popular Art）、「限界芸術」（Marginal Art）の３つに分ける。（26）こ

れら３つをすべて「芸術」の枠の中で考えようとしたことは、福田が大衆芸能

の研究を最終的には「民衆を芸術に近づける」ための手段としていたことを考

えれば、前提としては矛盾しない。

　「純粋芸術」は「今日の用語法で「芸術」と呼ばれている作品」なので、こ

れは福田の「芸術」と一致すると考えていいだろう。だとすれば、残りの２つ、

「大衆芸術」と「限界芸術」が、福田の「大衆芸能」とどう重なるかが問題と

なる。「大衆芸術」は、「この純粋芸術にくらべると俗悪なもの、非芸術的なも

の、ニセモノ芸術と考えられている作品」と否定的な評価を含む定義がされる

のに対して、「限界芸術」は、「両者よりもさらに広大な領域で芸術と生活との

境界線にあたる作品」であり、福田が対象とした Performing Arts である「芸能」

よりもはるかに広い範囲を視野に入れている。また「大衆芸術」は、「専門的

芸術家によってつくられはするが，制作過程はむしろ企業家と専門的芸術家の

合作の形をとり，その享受者としては大衆をもつ」のに対して、「限界芸術は、

非専門的芸術家によってつくられ，非専門的享受者によって享受される」もの

である。そして「地上にあらわれた芸術の最初の形は、純粋芸術・大衆芸術を

生む力をもつものとしての限界芸術であったと考えられる」として、柳田国男

の民俗学から民謡、また柳宗悦の美学から茶道、さらに宮沢賢治の作品などを

限界芸術として論じる。

　こうした定義だけを見ると、福田が積極的に評価しようとした「大衆芸能」は、

鶴見が否定的に評価した「大衆芸術」とほぼ重なるように思える。これを両者

－ 34 －

（49）



の見解の根本的差異として指摘することはできるだろう。秦がプロデュースし

た「帝劇ミュージカルス」などはまさに、「専門的芸術家によってつくられは

するが，制作過程はむしろ企業家と専門的芸術家の合作の形をとり，その享受

者としては大衆をもつ」ものの典型と言える。

　しかし鶴見は必ずしも「大衆芸術」の可能性をすべて否定したわけではなく、

『限界芸術論』では「大衆芸術論」として漫才や漫画、笠置シズ子などを考察の

対象としている。また福田も「大衆芸能」のすべてに価値を認めようとしたわ

けではなく、そこに「現実の生活に対する民衆の関心に根ざしたもの」を認め、

それを「民衆を芸術に近づける手がかり」にしようとしていた。福田は「芸術

と大衆芸能―はしがきに代えて―」の中で、「もし大衆芸能のうちに民衆のい

きいきとした関心が働いているなら、それを大衆芸能というワクから解放して

現代芸術を創造する内的なエネルギーに発展させなければならない」（27）と述べ

ている。その意味では、鶴見が「純粋芸術」でも「大衆芸術」でもない、「生活

の様式でありながら芸術の様式でもある」第３のカテゴリーに理想を求めたこ

とと、福田が「大衆芸能」のうちに「現実の生活に対する民衆の関心に根ざし

たもの」を認め、それを「民衆を芸術に近づける手がかり」にしようとしたこ

とは、同じコンテクストの上にある。順序としてこの福田の大衆芸能論が先に

あったことを考えれば、鶴見が「限界芸術」論を発想するにあたって、福田の

大衆芸能論が大きく影響したことを示すことになるだろう。

４－２．民謡の近代音楽化と大衆芸能の将来

　こうした福田の視点を踏まえた上で、福田と秦の対談に戻ろう。「民謡の近代

音楽化」の小見出しがあって、その中で福田は次のように述べる。

　西洋の音楽を礼讃する学者は、日本の民謡は悲しい、これは日本人が泣

くのが好きだからだ、というように言うんですがね、これは僕に異論があ

るんですよ。悲しいものであることは認めるけど、センチメンタルじゃな

い。例えば追分節はセンチメンタルだと僕は思わないんです。民謡の発声

法を知らん奴が唄えば、これはセンチメンタルになりますけどね、追分節

のほんとの唄を聴いてると、しっかりしてますよ。ちゃんと足が地につい
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てるでしょう。

　この前、山田耕作さんが「放送文化」に、日本の民謡というものを考え

直さなきゃならない、と書いておられたんですけどね、同感なんです。僕

らは民謡というと、レコードとかラジオで芸妓の唄うものばっかりを聴い

てたわけです。ところが、そうじゃなくて、土地の人間が唄うのを生で聴

くと、すこし違う感じですね。僕はそういう才能がなくて、これを現代風

にすることは出来ないけど、もし適当な作曲家が現われて、それをモティ

フにして、いろいろアレンジして作ったら、何か出来るんじゃないか、と

いう希望を持ってるんです。

　「レコードとかラジオで芸妓の唄う」民謡は、「土地の人間が唄う」「ほんと

うの唄」とは違う、俗化したものであるという認識は、前に引用した園部三郎

の民謡論や、本場の安来節についての秦の発言と共通する。その上で、「それ

をモティフにして、いろいろアレンジして作ったら、何か出来るんじゃないか」

というところに「希望」を見出している。

　「僕はそういう才能がなくて」という福田に対して、戦前から日本の伝統的

な音楽をアレンジして新しい大衆芸能を生み出そうとしてきた専門家である秦

は、「私の経験からいうと」という言葉から始めて、これに反論する。対談の中で、

相手の意見を正面から否定する発言をしたのは、この箇所だけである。この対

談の核心部分であるので、長くなるがそのまま引用する。

　私の経験からいうと、それに一番当てはまるのが琉球の民謡なんですけ

ど、例えば、むかし琉球の人たちは、税金をむやみに取られたんですよ、

そこで、いくら機を織っても、どんなに労働しても、みんな取られてしまっ

て、自分は貧乏していなきゃならん、というような唄が相当あるんですね。

メロディとしても非常に悲しいんです。だけども、これをオーケストレー

ションして大きな音楽が出来るかというと、それはちょっと出来ないです

ね。ということは、それが一種の小唄的なものだからなんですよ。日本の

民謡は小唄的だから、そこから大きな音楽は出来ない、ということなんで

すね。例えば「ボレロ」を聴くと、あれはアフリカかどこかの土人の太鼓

のリズムから来てるんですね、ところが、それはラベルの天才の力かも知
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れないけども、一つの立派なオーケストラになりましたね。しかし琉球の

民謡を作曲家が立派なオーケストラに出来るかどうか、これは疑問なんで

すよ。これはスケールが小さいからなんです。そこに盛られてる感情にし

ても、諦めというか、単なるペーソスに過ぎない。だから大きな音楽は出

来ないんじゃないか。そこへゆくと、例えば雅楽の「越天楽」なんか、大

陸から来たものだから、こいつを掴んでオーケストラにすれば、或る程度

までシムフォニイが出来る、ということがあるでしょう。

　福田のイデオロギー的基盤からすれば、「どんなに労働しても、みんな取ら

れてしまって、自分は貧乏して」という琉球の人々の生活から生まれた民謡は

格好の題材となるはずだが、秦はそれを経験上、無理だという。その理由は「ス

ケールが小さいから」で、それがここまで論じて来た「小唄的」だと指摘する。

同じ邦楽の声楽曲でも、義太夫などに比べて小唄は「スケールが小さい」とい

う意味で、大きな物語世界を背景とする義太夫とは違い、短い小唄や琉球の民

謡は「単なるペーソスに過ぎない」ということだろう。

　哲学者として大衆芸能を論じてきた福田には、ほとんど音楽に関する専門知

識はないらしく、このあとの具体的な音楽に関する話題には口を挟んでいない。

福田は「それは仰しゃる通りだと思うんですよ。ただ僕の言うのは、追分節そ

のもの全部をシムフォナイズするとか、オーケストラにするとかいうんじゃな

くて、そこからモティフを掴めばいいと思うんです。だから優れた作曲家でな

いと……」と発言するが、具体的にどんな作曲家がどのように「モティフを掴

めばいい」のかという点までは、考えられないようだ。

　そこで秦は、福田の言うような試みをした経験を語り始める。

　私は長唄や何かから採ってジャズにしたことは、たくさんありますよ。

むかし日劇でレヴューを作ってた時には、お師匠さんを呼んで来て、私の

家で弾いて唄ってもらうんです。こっちは長唄の本を持ってて、あ、ここ

は使えるな、と思うと、本に印しを付けちゃって、そこを使うんです。お

師匠さん二人ぐらい来てもらって、朝から一日やってもらうもんだから、

近所で驚いてましたがね、そんなふうにしてメロディを採ったもんですよ。

しかし日本の楽器で使えるのは琴だけでしょうね。

－ 31 －

（52）



　このあと秦は、三味線では「撥の音が邪魔する」ので「オーソドックスの音

楽」が演奏できないことを論じ、「日本に大楽器が出来なかったのは、やっぱ

り日本が小唄人種の国だからじゃないですか（笑声）」としてこの話題をしめ

くくる。「大楽器」とは、大規模編成によるオーケストラを構成できる楽器を

指しているらしい。個人で小唄の稽古をするのは三味線一竿でいいが、大劇場

で音楽劇を上演するとなれば、そうはいかない。基本的に単音演奏で和音を構

成しない三味線が、オーケストラに不向きで、秦が試みているような大劇場で

のショーには馴染まなかったことは十分に理解できる（琴は複数音で和音を構

成できる）。「日劇でレヴューを作ってた時」は戦前のことで、「民謡の近代音

楽化」は当時から秦が試みていたのだった。

　この秦の発言の中の「小唄人種の国だから」という言葉を受けて、対談の話

題は福田の専門領域に近い日本文化論へと移り、残念ながらこれ以上、大衆芸

能の将来に関する話は進展しない。しかし福田は『民衆と演芸』の最終章で、「大

衆芸能の将来―あとがきに代えて―」と題した一節を設けているので、その内

容を簡単にまとめておこう。福田はその中で「大衆は高級な芸術よりも大衆芸

能の方を歓迎しているようにみえる。しかし、それは、彼らの倫理的精神の健

全な発展を阻んでいる社会的な制約と彼ら自身の貧困とのためである」とし、

大衆芸能を芸術へと「向上」させる方策として、「大衆芸能は、民衆の倫理的

精神を発展させる民主的組織の支持を受けることによって、はじめて向上の道

を見出すことができる」、「勤労者がつくりあげつつある民主的組織こそは将来

の大衆芸能の真の支持者である。大衆芸能は収益にしか関心をもたない劇場経

営者の手から徐々に解放されねばならない」と結論する。この「勤労者がつく

りあげつつある民主的組織」とは、現在も「労音」と呼ばれて活動を続けてい

る会員制の音楽鑑賞団体「勤労者音楽協議会」へとつながる左翼系組織や、60

年代の「歌声喫茶」の流行につながる「うたごえ運動」などを指すと思われる。

労音は昭和24年に大阪で結成された団体に始まり、この対談が行われた昭和28

年には東京労音が結成された。その後も全国各地でこうした鑑賞団体が組織さ

れ、1960年代には数十万人規模の組織となり、オーケストラの演奏会やミュー

ジカルの公演、フォーク歌手のコンサート支援などを手掛けて、一定の成果を
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あげた。福田が昭和28年の段階で「民衆は彼らの愛する芸能を現在の大衆芸能

から区別し、芸術の域に高めるように努力するであろう」と記したことは、必

ずしも夢物語に終わったわけではない。しかし、安保闘争の終焉と70年代以降

の大衆消費社会の出現とともに、こうした組織は急速に衰退し、そもそも「大

衆芸能」と「芸術」を「区別」する必要があるのか、という問いをあとに残す

ことになった。

４－３．「小型文化論」から「聴き方」の問題へ

　対談に戻ろう。音楽の専門的な話がしばらく続いたあと、秦は福田のフィー

ルドに話を向けようと気遣ったのか、小唄は「短くってアッサリしてるところ

がいいんしょうね」という話から、「小型文化論」と小見出しを付された世相・

文化論へと進む。

秦　俳句がはやり、競輪がはやり、小唄がはやり……。

福田　パチンコがはやり……。

秦　すべて小型時代。自動車もだんだん小型が多くなって来ましたね。（笑

声）だけど、小型でいいじゃないですか。敗けて取られちゃって、国も

小型になったし、内閣も小型になったし…。（笑声）

　さらにこの話題から秦が「若い人たちのジャズ熱狂は、あれによって小型日

本の現在のモシャクシャを忘れるためですね。自己陶酔ですよ。あれを聴いて

考えこんだりするわけのものじゃないでしょう」とつなぎ、福田が「中年以上

の小唄もそうでしょうね」と受けて、話題は「不思議な聴き方」と小見出しさ

れた音楽の「聴き方」の問題へと移る。

　福田は「若い人で西洋の古典音楽を好きだという人がいますね、しかし、そ

の態度がほんとうに聴く態度になってない。無理して聴いてるんですよ。まず

本を読んじゃって、モツアルトよりベエトホヴェンが偉い、ベエトホヴェンよ

りバッハが偉い……。そう言って深刻な顔をして聴いてるんでね」、「むつかし

いなんて言われると、そういうものに憧れるんですよ」と、歌舞伎や落語を「芸

術」として畏敬する学生と同じコンテクストから批判する。さらにこの年の５

月に来日したシャンソン歌手ダミアの公演について、「僕がダミアを聴きにいっ
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たら、僕はどうも観衆のほうを気をつける癖がついちゃつたものですから、い

ろんなつぶやきが耳に入って来るんですけど、「なんだ、マリアン・アンダー

ソンのほうがいいじゃないか」 なんていう声が相当ありましたよ」、「相当いい

階級の人たちが来てたんです。クラシックを聴く人たちとは違うけど、ジャズ・

ファンよりは程度がいい人たちですね」と発言し、これに対して秦は「いわゆ

るシャンソン・ファンでしょう。（笑声）日本なら小唄派ですわね。歌沢まで

ゆかんでしょう」と答える。

　観客層を「階級」の枠組みの中で考える福田は、ダミアを聴くシャンソン・

ファンを「相当いい階級」、「ジャズ・ファンよりは程度のいい人たち」＝ブル

ジョワ・インテリ層として批判的にとらえる。それに対して秦が、彼らを歌沢

までは行かない「小唄派」と呼んだのは、本来は奥深いものであるはずの小唄

を、短く簡単なものとして表面的な理解だけで愛好する人々だという指摘であ

り、ここでは福田と秦の波長がぴったりとあっている。

　ここで福田は、「ダミアを聴いてすぐ思ったのは浪花節ですよ」と発言し、

対談の最後の小見出し「ダミアは浪花節」に入る。「物語的なものがあって、

しかも人生のクライマックスを激情的に唱う。浪花節でもダミアでも、観衆は

それを聴きたくて来てるんですからね。浪花節というものは、そう無視するわ

けにゆかないものですね」と言う福田に、秦は「絶対にいかんですね。僕らで

も浪花節は判りやすくって面白いですからね。ただ声の出し方がいかんですよ。

あれを何んとか変えたら、もっと面白いものになると思うんですがね」と答える。

　秦は浪花節独特の「ダミ声」や「伴奏の三味線、それに三味線弾きの掛け声」

を変えたら「一種のシャンソンのなりますね」として浪花節とシャンソンの共

通性に同意する。日本ではブルジョワ・インテリ層がありがたがって聴きに行

くシャンソンは、実は日本で言えば浪花節にあたる「大衆芸能」なのだという

指摘である。

　これに対して福田は、「浪花節は日本の政治家の雄弁と同じですね。ダミ声で、

しかも合ノ手が必要なんです。テーブルを叩く、「そうだ、そうだ」と声がかかる。

しかもお説教的なんですね。お説教的である間は、浪花節はあのままですよ」

と発言する。ここで「政治家の雄弁」を持ち出したのは、『民衆と演芸』の中
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に浪花節を論じた一文「雄弁について―浪花節と講談―」（29）があったからだ。

　その中で福田は、浪花節を西洋の「雄弁（eloquence）」の概念を使って論じ

ている。「雄弁」とは「本来話すということであるが、それは私的な話ではなく、

公衆
0 0

を相手にして話すことである。ことに流暢で力強く、説得力のある話し方

は社会人の能力すなわち徳と見なされている」（傍点は原文のまま）とした上で、

江戸浄瑠璃や小唄のような「御座敷で語られるようなものは民衆の心を動かす

ことはできない。それはまず劇場のような広い場所で多数の聴衆を相手とする

ものでなければならない。次に、それは聴衆の間に強い倫理的共感を起させる

ものでなければならない。そのためには朗々とした音声と強い調子とわかり易

い文句とが必要である」として、明治中期以降に生まれた近代の語り物である

浪花節の語り方こそ大衆の心をとらえるのだと論じる。

　また聴衆に「感情の倫理的な移行を体験させること」を「物語の倫理化 

moralization」と呼び、これを「ふつうの雄弁における説得または論証にあたる」

として、「特殊の趣味や生活気分を通じてではなく直接大衆の感情に訴えよう

とする」浪花節の語り方を「雄弁」だと結論づける。

　浪花節を聞いてすぐ気がつくことはその道徳的な雰囲気であろう。浪花

節が非難される理由として、よく義理人情を大衆に押売りするということ

があげられるのも、このためであろう。しかし、ここで倫理化というのは

義理人情を強調することだけではない。もっと根本的には物語の中心を聴

衆の正義感の上に置くことである。そのためには物語の中心となる出来事

なり人物なりができるだけ彼らの感情を動かすように力をこめて語らなけ

ればならない。これを可能にするのが語り手の雄弁なのである。（30）

　福田はこう述べて、このあとに論じられる講談とともに、これらの芸能が持

つ「雄弁」の力を、大衆の政治的組織化に有効ではないかとその可能性に言及

する。

　秦との対談では、福田が「浪花節は日本の政治家の雄弁と同じ」とした発言

のあと、秦がまた邦楽を趣味とする財界人の名を次々とあげたところで、記者

の「ではこのへんで」という言葉で打ち切りとなっている。「政治家の雄弁と

同じ」という話題を続けるとすれば、大衆の政治的組織化という問題に話が及
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ぶことになることを察して、このあたりで話を切り上げたのかもしれない。記

事の冒頭には、対談する二人の写真が掲載されているが、そこからは飲食しな

がらの気軽な対談であったことが推察される。特に話をまとめるようなことは

なく、対談記事は終わっている。

５．まとめ

　以上のように、昭和28年に流行していた「ジャズ」と「小唄」という音楽ジャ

ンルについて、二人の関心はそれらの流行を支える人々がどのような「層」の

人々であり、それらの人々が芸能と「どのようにかかわっているのか」という

ことにあった。この視点から記事の内容をまとめると、次のようになる。

Ａ．小唄は中年以上の世代で、戦後の復興により生活に余裕ができた富裕層

が、過去への郷愁の気持ちから、自らうたう習い事として流行している。

さまざまな邦楽ジャンルの中で、小唄は最も容易に取り組むことができる

ための流行であって、より深く追求しようとする人は少なく、また若い世

代は、歌舞伎や落語などの伝統芸能を芸術として畏敬することはあっても、

小唄に関心を示すことはないので、これは一時的な流行であって、「ほん

とうの娯楽」として定着することはない。

Ｂ．ジャズは若い世代に支持され、戦前の流行とは違い素人である一般の人々

に、新しい音楽として支持され流行している。しかしそれは本物のジャズ

ではなく俗化され大衆化されたものであり、観客はそこに自己陶酔を求め、

音楽自体よりも舞台とのやりとりを楽しんだりする点では、かつての安来

節の流行が洋化したようなものだと言えるが、こちらの流行のほうが「根

が深い」＝社会の広い層に行き渡る可能性がある。

Ｃ．当時の小唄もジャズもともに「俗化」した芸能であり、それに代わる近

代日本の新たな芸能を、伝統芸能をモチーフとして創出する可能性が考え

られるが、実際にはそれは容易ではない。

　以上の論点に関して、基本的に秦と福田の発言は対立することなく、波長の

あった会話が続いた。秦からすれば、福田の知らない戦前の芸能に関する情報
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や、芸能の作り手としての実際の経験に基づいた情報を提供することができた

し、福田からすれば、発表したばかりの『民衆と演芸』の内容に関して、演芸

の世界の大御所から基本的な同意を得ることができたことになる。『文藝春秋』

誌上にこれが掲載されたことは、両者にとって意義あることだったに違いない。

　では最後に、この時点で二人が認識していた大衆芸能の状況は、その後どの

ように展開することになったのかを簡単にまとめておこう。戦後の復興から高

度経済成長へと向かう1950年代後半から1960年代は、ラジオ、レコード、映画、

そしてテレビの時代へと入り、マス・メディアが生み出す「大衆文化」の全盛

時代となる。

　昭和28年における二人の議論の中身は、あくまで劇場空間に演者と観客が相

対する舞台芸能に限られており、こうしたメディアと芸能の関係については

まったく触れられていない。そのために、パフォーミング・アーツの本質であ

る舞台と客席との関係性に話が終始した。その中で二人が指摘した芸能の「俗

化」の問題は、マス・メディアによる「大衆文化」の本質的要素となる。

　昭和28年の小唄の流行を支えていた富裕層は、そうした意味での「大衆」で

はなく、習い事としての小唄やその他の邦楽は、「大衆文化」の時代の流行と

なることはなかった。しかし園部が小唄や民謡が俗化したものと指摘した「御

座敷ソング」や「民謡調」の流行歌は、「大衆文化」の時代において「演歌」

というジャンルとして流行歌の中で大きな地位を占め、福田が富裕層と区別し

て「大衆」と呼んだ人々を中心に長く愛好された。

　ジャズについては前述したように、50年代後半から60年代にアメリカのジャ

ズがモダン・ジャズへと展開した後、福田の発言の中に出てきた芸術を愛好す

る学生のようなインテリ層を中心に、前衛的な芸術として一部の人々に愛好さ

れることとなった。また一方で、昭和28年の日本でジャズと呼ばれていたポビュ

ラー音楽は、50年代後半のアメリカン・ポップスや60年代のビートルズの影響

を受けたグループ・サウンズ、そして学園紛争の時代のフォークソング、その

後「ニュー・ミュージック」と呼ばれたシンガー・ソング・ライターによる楽

曲などを経て、演歌を愛好する層とは別の「大衆」に支持されるポピュラー・

ソングである J-POP へとつながる。それは昭和28年に秦が「根が深い」と予
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言したことの帰結であると言えるかもしれない。

　一方で福田が掲げた「勤労者組織による芸術の域にまで高められた真の大衆

芸能の創出」という理想は、「芸術は労働階級としての民衆から遊離せざるを

えない」、「芸術と大衆娯楽との対立は資本主義社会における資本家階級と無

産者階級との対立にもとづいている」（31）といった言説とともに、大衆消費社会

の成立とソ連崩壊後の政治状況の変化を経て、過去の歴史の中に置き去られた。

自分たち「知識人」と「大衆」とを区別して、「大衆」を自分たちの方へ「引

き上げる」という発想そのものに無理があったと言ってしまえばそれまでのこ

とだが、しかし彼らの問題意識を、すっかり過去のものとして忘れてしまって

よいものだろうか。

　大衆消費社会の進展とグローバル化の流れの中で生まれた格差社会と、ポ

ピュリズムの台頭が問題となっている今日、「知識人」と「大衆」の関係をめぐ

る問題は再び顕在化している。昨年、2016年の世界の２大ニュースは、イギリ

スの国民投票によるＥＣ離脱と、アメリカ大統領選挙でのトランプ氏の勝利で

あったが、どちらもポピュリズムの台頭を背景とした「知識人」と「大衆」の

対立の図式の中での「大衆」側の勝利として語られた。

　ポピュリズムとは、政治変革を目指す勢力が、既成の権力構造やエリー

ト層（および社会の支配的な価値観）を批判し、「人民」に訴えてその主

張の実現を目指す運動とされる。ここではエリートや「特権層」と、「人民」

（あるいは「民衆」「市民」）の二項対立が想定される。そして変革を目指

す勢力が「人民」を「善」とする一方、エリートは人民をないがしろにす

る遠い存在、「悪」として描かれる。（32）

　アメリカ大統領選挙では、かつては民衆の代弁者と思われてきたマスコミさ

えも「特権層」の側にあるものとされ信用されなかったことが、事前の予測を

覆す結果につながった。こうした事態を考える時、「知識人」と「大衆」の関係は、

かつての大衆消費社会の時代におけるそれから変質しつつあり、新たなパラダ

イムに入ったと考えられるだろう。その意味では今日、大衆消費社会成立前夜

の「大衆」をめぐる議論を、あらためて検証し直してみる必要があるのではな

いか。
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