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アメリカではしばしば賛美歌の人気投票︵富＜o葺︒

それぞれのウェブサイトの検索結果による︶︒﹁アメイジン

三の編曲︵作品︶が登録されている︵二〇〇三年六月現在︑

﹁アメイジング・グレイス﹂の起源と背景

﹃︸日p℃05が行われており︑一九八九年以降に発表され
︵1︶

が二つ︶にのぼるという︒もちろん︑時代やその他の文化

マーシャルの背景音楽などにも使われてきた︒このことは

本来の賛美歌としてのCDは少ないが︶︑日本でもTVコ．

い手たちがレコードやCDに吹き込んでいるし︵もっとも︑

ある︑といえよう︒人気は教会内にとどまらず︑多くの歌

在のアメリカでは﹁最も人気のある﹂賛美歌︵の一つ︶で

や俗説が飛び交って︑正しい情報が埋もれてしまうことも

になると簡単に事が解決されるかというと︑かえって憶測

ようにインターネットで情報の伝達が容易に行われるよう

元々のヴァージョンであるのかがわかりにくいし︑最近の

い︒曲．歌詞ともにヴァリエーションが非常に多くて何が

の由来についてはそれほど詳しく知られているとはいえな

的背景によって結果は大きく変わりうるが︑少なくとも現

演奏や編曲の数からも窺われる︒アメリカの代表的な音楽

ある︒これは﹁アメイジング・グレイス﹂に特有なことで

このような﹁人気﹂とは裏腹に︑この歌︵とくに旋律︶

グ・グレイス﹂が収録されたCDアルバム︵現在入手可能

人

た十種類の投票結果によると︑﹁アメイジング・グレイス﹂

雅

を第一位としたものがそのうちの八つ︵第二位としたもの

井

なもの︶は二七四八︵重複およびこの名を含む別の曲もあ
︵2︶
るので実際にはもっと少ないだろうが︶もある︒

櫻
著作権団体であるASCAPには三七三︑BMIには七三
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また︑これもよくあることだが︵たとえば︑﹁オールド・

はなく︑案外と有名曲のエピソー下にしばしばみられる︒

の活字を使用している︶︒

＜巴一のままにしておいた︒なお︑原著ではロング・エス

ナーの著書に付けられた写真版による︒第五連では綴りを
︵5︶

︵4︶

ラング・サイン﹂とか﹁アメリカ・ザ・ビューティフル﹂︶︑

一●O頃刀OZ一〇い国の．

﹁アメイジング・グレイス﹂は歌詞と曲とがそれぞれ異
なった起源から由来していて︑後になって現在の形に融合
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したものである︒このように入り組んだ経歴を持つ歌であ
るので︑これまで何がわかっていて何がわかっていないの
かを整理してみることにした︒

原詩はイギリスの牧師ジョン・ニュートン︵冒ξZΦ￥
8づ︶が書いたもので︑詩人ウィリァム・クーパー︵類苧
ヨ9≦℃巽︶との共著﹃オゥルニー賛美歌集﹄︵臼書9−

蕊塁さミ諜︶︵オゥニLとも発音する︶に﹁賛美歌第四一

編﹂として収められ︑一七七九年出版された︒この賛美歌
集は三四八編から成る詩集︵曲は付されていない︶であっ
︵3︶

て︑うち六七編はクー︒ハー作で︑大半︵および序文︶は
ニュートンの手になる︒歌の﹁現行﹂の歌詞には各種ある

が︑それは短縮・追加・変更などとさまざまな異動による
ものである︒あとに述べるシェイプ・ノート聖歌集以外で
はニュートンの歌詞どおりに歌われるものは少ないと思わ

れるので︑ここに原詩を示しておく︵スティーヴ・ター

一

N
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GO

ニュートンは︑回心してからも奴隷船の船長としてアフ

リカからアメリカヘの奴隷貿易に従事したが︑のちに牧師

↓耳o．日ゆp層αロロひqo﹃ω一8鵠ωm昌α雪胃oρ
Hゴm︿①印一﹃Φωα団OO目口Φ一

になった人で︑これは自伝的な作品であるといわれる︒目

．︑≦お8び︑︑という語を用いて回心を扱っている︶︒

易に携仰ったことと解される︵ニュートンは他の作品でも

分のような．︑類おa﹃．．︵人でなし︑卑劣漢︶とは︑奴隷貿

層↓一ωαq吋のOOゴmのげ円O口閃コ梓目ρ①ω口hΦけび仁ωh山同り

＞コα讐m8毒＝＝雷αヨ①﹃o旨Φ︒

↓冨い○力U訂の冨 o 邑 の ︑ α α q o o 自 8 日 ρ

興味深いことに︑ニュートンの作品の中で今では最もよ

く知られているのこの詩は︑﹁イエス君の名は﹂︵＝o≦

8＝箒冨日①9言鶏ωωo琶房︶などの他の有名な作

品とは違って︑ことに母国のイギリスにおいて︑長い間あ

まり注目されてこなかった︒ジョン・ジュリアンの﹃賛美

︵富﹃守o田σ巴轟山曽＆霞mヨ巳o︶﹂

られているだけである︒今でも﹁ニュートンの作品のうち
︵7︶
では必ずしも特にすぐれたものではな﹇い﹈﹂とも言われ

︵これが全文である︶という否定的な評価の解説文が付け

とは到底いえない

く使われている︒ニュートンの作品としてはよい出来の例

︵巨ゴo名昌8ヨo号ヨ8ま＆o霧︶が︑アメリカでは広

の他には﹁イギリスでは現代の賛美歌集とは無縁である

︵6︶

＜Φω鴇≦﹃窪浮一ω臨Φの﹃ロコα﹃8﹃けo︒﹃巴一富一一層

歌学辞典﹄に見出七項目はあるが︑出典等の記録︵四行︶

毛一＝σΦ8﹃①くR量言φ

ω暮OOPミげ08一一︑αヨ①﹃RoσΦ一〇ヨ
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＞巴oロ閃霧一跨Φ臼α賃09

＝o類一＝日﹃ω臣o一α僧昌OOo吋鉱o昌σ9

匹ω≦o＆ヨ鴫ン8①ω①8﹃oω一
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るし︑最近のイギリス賛美歌史でも﹁オゥルニi賛美歌
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集﹄に二〇頁近くのスペースを割いていても﹁アメイジン

グ・グレイス﹂には五行ほどの簡単な記述︵および歌詞の
︵8︶

︵10︶
︵S書夢ミ醤ミ這oo婚︶になって初めて登場した︒

多くの賛美歌と同様に︑﹁アメイジング・グレイス﹂に

そもそも多くの賛美歌集︵とくに各教派が編纂した公式賛

している︒本稿でも曲名は大文字で記す︶︒﹁ニュー・ブリ

名︵ふつうは歌い出し︶と曲名︵旋律名︶とを別個に記載

もいくつかの曲が配されてきた︵それゆえ︑賛美歌では題

美歌集・聖歌集︶にはなかなか収録されてこなかったので

テン﹂︵Z国名ω包↓≧Z︶の旋律が定着するまでは二〇曲

一部分︶があるのみでおざなりの扱いという印象を受ける︒

ある︒イギリスの例をみると︑﹃古今聖歌集﹄︵＄ミ講﹄苧

以上がこの歌詞で歌われ︑その中では﹁アーリントン﹂

︵n︶
︵匪閑口ZO↓OZ︶が最も一般的であったという︒一九世紀

9§ミミミo魯§一Zo≦ω一き母巳﹂Oo︒ω︶︑﹃イギリス聖歌

集﹄︵↓言肉鑓調罫ミミ§鼻お8お器︶︑﹃賛美の歌﹄

後半に一世を風靡したサンキーとムーディーらのゴスペル

ω鼠巳塁作曲︶が選ばれていた︒ジャクソンの﹃東部沿岸

賛美歌では﹁ウォリック﹂︵類＞即名一〇閑︶の曲︵留ヨβΦ一
︵12︶

中心のようである︒もっとも二〇世紀後半のアメリカでも︑

地方の霊歌﹄︵Zρ誌刈︶に掲載の版は曲名が＞ζ＞N壱O

︵の§鵯皇︑ミ措o﹂8一︶などには未収録であり︑含まれ
︵9︶
ているものとしては最近の非アングリカン系の賛美歌集が

すべての賛美歌集に含まれているのではなく︑﹃クリス

の閑︾O国ではあるがまったく別の旋律であり︑今でも

汎教派的・資料集的歌集﹃古今アメリカ賛美歌集﹄︵＞ミミ・

なアメリカの賛美歌を集めようとしたと思われる歴史的・

ペル音楽での﹁アメイジング・グレイス﹂は大きく変容し

くF一国︶と題されてさらに異なるものである︒黒人ゴス

モニア・サクラ﹄所収の曲は﹁グリーンヴィル﹂︵O閑国問写
︵15︶

︵13︶

チャン・サイエンス賛美歌集﹄︵O討講§醤の9§題さ華

﹃ノーザン・ハーモニー﹄に採用されている︒また︑﹃ハル

持§♂ミ蕊Oミ§織≧o婁卜o＜o一900冨ヨげδO巳＜①マ

ているものが少なくないので︑どこまでが﹁同じ﹂曲とい

︵14︶

醤ミ﹂80︶には見られなかったし︑六〇〇曲以上の代表的

写窃9冨o︒O︶のように︵理由は不明ながら︶未収録

補遺︵卜慧肉琶遷雲98§儀のき頓︶︑そして一九八二年版

のものがある︒監督教会の公式賛美歌集では一九八一年の

を採用しているものもある︵たとえば︑ブラインド・ボー

えるのかは難しいところであるが︑明らかに異なった旋律

ω一
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の⁝．︑︵邦題﹁朝日のあたる家﹂︶の旋律︶︒

イズ・オヴ．アラバマの版は︑︑↓幕頃2ω①9夢①家巴畠

どの程度の信愚性があるのかわからないが︑シェイプ・

ン．ハーモニー﹄は﹁六〇万部以上﹂売れた︒この数字に

二千数百万人の時代に︑ウォーカーの言によると︑﹁サザ

︵16︶

現在よく知られているような曲と歌詞が一体となった形

ノート聖歌集が大量に出版されたのはそれだけの需要が
︵18︶

になったのは︑一八三五年出版のシェイプ・ノート聖歌集
において

あったものと考えられる︒歌のほうも︑それにともなって

︵のoミぎミ爵ミo§史︶﹄

﹁サザン・ハーモニー

普及したと推測される︒

おいて﹁ニュー・ブリテン﹂の内容は歌詞・編曲なども含

﹃サザン・ハーモニー﹄と﹃セイクレッド・ハープ﹄に

ニュートンの歌詞が﹁ニュー・ブリテン﹂と呼ばれる曲と

組み合わされたことによる︒シェイプ・ノート歌唱は十九

世紀のアメリカ南部︵とくに農村山村地域︶の歌唱学校

出典は．︑田宮巨＝畦日9ざや嵩ω．．で︑作者名は示されて

めて同じである︒いずれも曲名を題名としており︑歌詞の

楽譜を読みやすくするために考案された三角・四角・菱

︵ω冒αq陣轟ω902︶において盛んであった歌唱スタイルで︑

形．円のシェイプ・ノート ︵ω富冨85︶と呼ばれる音

﹃サザン．ハーモニー﹄︵一八五三︶版は稿末の楽譜を参照

いないが︑ニュートンの歌詞六連がそのまま付されている︒

されたい︵一八五四年版も同一のプレートを用いている︶︒

符を採用した歌集︵たいていは横長のやや大きめのハード
カヴァー︶を使っている︒とくに有名なものには︑ウィリ

なお︑シェイプ・ノート聖歌集の特徴として︑主旋律はテ

﹃セイクレッド・ハープ

の8讐＆ぎ§勲

も．︑︾ヨ欝ぎαqO冨8．．の歌詞が収録されている︶の一つと

一〇〇全﹂Oω合℃ユヨ＃貯Φ＝鴫ヨ昌oDOO∈O墨鉱OP一8曾ここに

︑試§ミ琶魯ミ糞の喜ミ§Nの§窒§

歌詞のみの賛美歌集︵たとえば︑田三ゆ日ぎ口o琶−S書

ものは参照できなかったが︑当時いくつも出版されていた

︵19︶

ナーに置かれている︒﹃バプティスト・ハーモニー﹄その

︵名葭mヨ名巴評霞︶編のこの﹃サザ

ァム・ウォーヵ1

編

︵切雪すヨぎ閃β爵ぎ

ン．ハーモニー﹄と︑一八八四年︵初版︶出版のベンジャ

ウォーカーの義弟︶

︑︑︑ン．フランクリン・ホワイト
≦ま貫

︵↓ぎの§ミ儀蚕黛愚︶﹄がある︒﹁セイクレッド︒ハープ﹄

はシェイプ．ノートの代名詞ともされるくらい代表的な歌
︵17︶

集であり︑改訂版がいまだに使われている︒全米の人口が
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思われる︒曲についてはウォーカーを作曲者とする記述を

時折見かけるが︑﹃サザン・ハーモニー﹄では自分の作品

︵22︶

スピリチュアル民謡﹄

の

︑．Zρ冨望Z国≦切包↓≧29

＝︾菊室02くO菊○＜国︑．の収録聖歌集のリストに加え︑こ

と名前を付けているので︑﹁ニュー・ブリテン﹂について

詞がとられた一一頁の．︑富毎ω巴oヨ︑．︶には．︑≦ヨゑ巴国R︑︑

れて・︑↓冨お〆m冨昌α亀も弩Φ3一蒔耳．．︵一鴇8毛象言︶

﹁ハーモニー・グローヴ﹂︵＝＞カζOZ嘱O力Oく国︶と題さ

ニー﹄版であった︒﹃ヴァージニア・ハーモニi﹄では

の中で時代的に最も古い記録が﹃ヴァージニア・ハーモ

ウォーカーは自分が作曲したとは主張していないし︑その

の歌詞が付けられているという︒曲名はこのほかにも

︵たとえば︑同じく﹃バプティスト・ハーモニー﹄から歌

意識もなかった︑と考えるのが順当である︒なお︑

ωくζ℃＝OZメの○じ07菊国∪図ζ℃目OZ響蜜6Uい国↓OZ

0＝＞＝≦−

﹁ニュー・ブリテン﹂とは地名から来ているようで︑アメ

＞ZU国即の07

O＞いい＞＝国刃

国力oo

閃菊qO＞口↓メ

リカ合衆国でこの名の町は一つのみでコネティカット州の

ン・ハーモニー﹄以前の記録は﹃ヴァージニア．ハーモ

︵23︶

﹃サザ

︵20︶
ハートフォード︵＝畦鳳o巳︶郡にある︒

二1﹄を含めて五点存在することか明らかになるが︑しば

後になってこの曲の

曲の出典については︑昏a三8巴とかΦ胃ζ＞ヨΦユ8ロ

ニー﹄を出典とする記述が広まっていった︒

らくの間は︵そして現在でも︶﹃ヴァージニア．ハーモ

＝︾菊ζOZくがある︒

⊆口評pO≦昌︶などとしているものも

ヨΦ一〇α鴇︵あるいは

少なくないが︑多くの賛美歌集︵﹃讃美歌二一﹄︑﹃新生讃

美歌﹄なども︶では一八三一年出版の﹃ヴァージニア．

︵24︶

一九九〇年にマリオン・ハチェットによって新たな初出

文献が発見されて記録の修正が必要になった︒この文献と

ハーモニー﹄︵≦茜帖註黛さミぎミ︶を曲の出所としている︒

蟄黛ミS謹堕一〇︒卜︒O︶

であり︑

それまで知られていなかった

︵O﹃巽一Φの＝︒ωロ一ヨ四づ帥づ匹ω①三帥ヨぎωげm郵Ooミ§鼠黛醤

ティで出版された﹃コロンビアン・ハーモニー﹄

は︑スピルマンとショーが編集して一八二九年にシンシナ
︵∪僧く己﹇■Ωm旨○口僧ロα宣日8型

この聖歌集にこの曲が収録されていることを初めて報告し

レイトンとキャレル

たのはジョージ・パリン・ジャクソンであろう︒彼は︑ク

9畦05が編集したこの本人表題紙の欠けている第二版︶
︵飢︶
をナッシュヴィルの古書店で見つけて︑﹃初期アメリカの
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︵25︶

今のところこれ以前に遡ることはできない︒非常に詳し

︵解︶

シェイプ・ノート歌集であった︒その中に﹁セント・メア

いテンパリー編﹃賛美歌曲目索引﹄にはそれらしき曲が見

﹁ギャラハー﹂

︵O＞いい︾

および

当たらない︵もっとも︑似た曲を探すこと自体が困難な作

︵ω↓︒ζ＞力＜︑ω︶

頃国閑︶の二曲がそれぞれ別の歌詞で含まれている︒稿末

業で︑見落としはありうるし︑賛美歌集以外はこの索引−

リ﹂

に写真版から写した楽譜︵主旋律のみ︶を付けておいた︒

曲は数字譜で示されているーの対象となっていないので︑

﹁それ以前の賛美歌集には見当たらない﹂というのが正確

﹁セント・メァリ﹂︑﹁ギャラハー﹂︑﹁ニュー・ブリテン﹂

を並べてみると全体的な旋律曲線は﹁同じ﹂で︑この程度

多くの賛美歌集に採用されているのは︑エドウィン・エ

であろう︶︒

エーションの範囲内にある︒また︑多くのシェイプ・ノー

クセル︵匿≦ぎ○葺色o国図8巳が北部の﹁教養人﹂の

の相違であれば民謡などにおいては﹁同じ曲﹂のヴァリ

ト歌謡と同様に民衆的な旋律を既存の歌詞に当てはめたも

鞘傍

好みにも合うように﹁賛美歌らしい﹂和声を付けて編曲し

︵ミ黛ぎ

のと考えられる︒これら三版の相違をみると︑口頭伝承に

﹃栄えある賛美をささげよ﹄

曲名も﹁アメイジング・グレイス﹂に変更されたもので︑
︵28︶

一九〇〇年に

よって伝えられた旋律であって︑もとは別の歌詞の民謡
︵複数かもしれない︶であったと推測される︒﹁ギャラ

期が接近しているので﹁ギャラハー﹂から﹁ニュー・ブリ

九一〇年の﹃戴冠賛美歌集﹄︵Oミ§＆帖§ミミ虜︶でさら

的に名高い賛美歌﹂︵⁝ミミ沁§oミ謹織♂ミ漠︶および一

︑ミ帖器黛o註o§︶に収録され︑また一九〇九年の﹃世界

テン﹂が直接由来するとは言いがたいだろう︒つまり︑こ

に現行のように改訂された︒歌詞は一から三番までを

ハー﹂のほうが﹁ニュー・ブリテン﹂に近いが︑出版の時

れらは同時並行的に伝承されていたものと考えるのが自然

ニュートンから採用し︑一九〇〇年版ではなくてこの時に

︵．︑≦冨コ類o．ぎ竃睾甚R①aロ甚2器昌α

﹃セイクレッド・ハープ﹄

では＞囚国勾oo

︵P器ωy

頃○即−

冷賀ω．︑︶を四番として付け加えたものである︒この四番は

別の歌詞

である︒なお︑ジャクソンが﹁ハーモニー・グローヴ﹂の
︵26︶

ヴァリアントとして紹介している﹁プリムローズ﹂
︵℃空家閑○ω国︶も関連曲かもしれないがあまり似ていな
い︵稿末楽譜参照︶︒
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↓OZ︵PωωOyζ＞20＝国ω↓国力︵Poo8y閃＞胃頃＞2∪

介したものが見当たらない︒この主たる情報源は一九八二

年に出版されたケネス・オズベックの﹃賛美歌一〇一曲も

﹁アメイジング・グレイスの曲は初期のアメリカの民衆曲

︵33︶

＝○℃国︵oまN︶

のがたり﹄と思われる︒これはいまでも入手可能な一般向

の最終連とされている歌詞で︑ジョン．

リース作と伝えられてきたが︑いわゆるコ伴動スタンザ﹂

けの本で︑かなりの部数が出ているようである︒そこでは

︵29︶

︵毛塁3ユ鑛o＝δ韓言αq︿霞紹︶であって︑初出は一七九

〇年発行の﹃聖なるバラッド集﹄︵﹄9§魚ざ醤♀の§ミ儀

房ヨ巴o身︶であって︑初めは︑．ぎ≦畠霊ヨ富︑︑と題

る︑という解説が一般には散見されるので一言付け加えて

ション・メロディー﹂︵琶m旨讐δ⇒ヨ巴o身︶から由来す

原曲に関しては︑︑．げo＜言aq寓ヨ房︑︑という﹁プランテー

ない︒

クストのみならず︑歌唱スタイルを問題にしなくてはなら

まざまな異なった連を含むことがしばしばある︒また︑テ

う︒これらでは旋律が相違したり︑歌詞も短縮されたりさ

セル版の焼き直しではないので︑別途に検討すべきであろ

ブラック・ゴスペル版︑フォーク版などは必ずしもエク

の最終連に見られる︑という︒

ない︒また︑主だった黒人霊歌や黒人歌謡の文献︑各種の

るが︑主だったミンストレル関連文献にこの題名は出てこ

﹁プランテーション・メロディi﹂と書かれている︶ であ

︵スティーヴン・フォスターのいくつかの楽譜にも大きく

いうとミンストレル・ソングの別称として使われた表現

も繰り返している︒﹁プランテーション・メロディー﹂と

るようで︑同じことを︵やはり出所を示さずに︶他の本で

のかということを︶述べてはいないが︑なぜか確信してい

源説をどこから得たのか︵つまり︑誰に﹁知られていた﹂

と書かれている︵情報はこれのみ︶︒オズベックはこの起

するプランテーション・メロディーとして知られていた﹂

切ミざ勢︶に収録された︑︑一段島巴oβζ琉＝9℃逗＝oヨΦ．．
︵30︶

おきたい︒この曲名はこれまで参照してきた然るべき資

曲目索引にも見当たらない︒アメリカ議会図書館などの

︵31︶

料・文献ではまったく触れられていないものである︒この

シート・ミュージック・コレクションにも含まれていない

︵34︶

曲目が原曲であるとしたら﹁重要な発見﹂であろうが︑な

し︑いくつかのアメリカ史関係のウェブサイトにもこの名

︵32︶

ぜか題名のみが伝えられていて︑出典・歌詞・旋律等を紹

（｛
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称では記録がない︒

類似の題名の歌としては︑ジャクソン﹃もう一束の白人
︵35︶

霊歌﹄にい○≦ZOい︾ζ切︵単数形︶なる霊歌︵出典は肉僚

口ZO↓OZでも歌われたという共通点はあるものの︑曲

想からすると無関係であろう︒典拠の怪しげな情報が一人

歩きをしているということ自体は︑フォークロアの題材と

これと関連するが︑この歌を奴隷たちが歌い広めたとい

はなるだろうが︑歴史ではない︒

︵三小節︶は﹁アメイジング・グレイス﹂に幾分か似てい

うことが明白な事実であるかのように扱われることがある︒

︒︶が収録されている︒冒頭の部分

るといえないこともない︵稿末楽譜参照︶︒さらに︑これ

可能性もあるが︑

旨oミ韓一一〇︒Oo︒一Z9器

は同じくジョン・ニュートンの歌詞でもある︵コーラス部

あったのかはきわめて疑わしい︒ウィリアム・バートンが

よりは前ではない︶︒いずれにせよ︑信頼置ける資料なり

ヴァリアントではなかろうか︵しかも︑年代は一八二九年

クのいう︑．いo＜5αqいmヨ富．．とはこのピO≦ZOい＞ζωの

一連はニュートンの歌詞︵ただし︑そのままではない︶か

O轟8．︑と題した歌︵アラバマ版︶が収録されており︑第

︵37︶
フーン・プランテーション・ソングズ﹄

イプ・ノート聖歌︶のヴァリアントである︒また︑﹃カル

る題名としては＝≦ZOピ＞ζ切︵やはり単数形︶という

使っているもう一つの綴り︵︑︑口≦お冨∋富．．︶に対応す

シア歌謡の﹁かわいいあの娘﹂に似ている︶︒

ブリテン﹂ではない︒ついでながら︑冒頭部分はインドネ

ら一部分を借りてきているがあとは違う︵曲も﹁ニュー・

また︑この曲がスコットランド起源であるという説は以

聖歌︵の8ミ亀§港﹂o︒8①身マ8曾歌詞は．︑＞ヨ一鋤ωo︸−

にも︑．＞ヨ嵩ぎ磯

証拠がない限り推測の域を出ない︒オズベックが別の本で

︵36︶

なぎ合わせた歌詞の歌で︑曲はZ国≦＝︾閃ζOZく︵シェ

O声8．．と︑．甘の諾ζ網≧一．．と︑．︾日一mωO一α一〇﹃．︑などをつ

にたい﹂︵．︑H≦m日↓OU一⑦︾ーωげO旨言閃．．︶は︑︑︾ヨmNぎαq

一八八○年代にテネシー州で採録した﹁私は叫びながら死

その場合でも曲がZ国毛 切固↓＞壱で

分は．︑09Φ鍔ヨダ浮巴o≦お匿ヨσ響／↓ぎ寓ヨσ90巴−

に

話曙．．︶︒ほぼ同じ歌詞ですでに﹁サザン・ハーモニー﹄
︒ω9マト︒①o︒一ここでの曲名は℃＞力∪○呂ZOい○＜国︶

︒春︶とも似たところがある︒筆者の推測では︑オズベッ

載っていて︑旋律は国国↓K︵蜜ミ＆蚕9膏﹂o︒8ΦFワ

（一
ト。

岳霞9睾ΦRo器︑︑︶もあり︑この歌詞︵≦讐房︶が＞甲
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その後に

﹃聖歌﹄︵日本福音連盟︑一九八六︑二二九番﹁おどろくば

がはやいようである︒

かりの﹂︑曲名O幻︾O国︶︑﹃新生讃美歌﹄︵日本バプテスト

＞蜜＞N壱OO刃＞O国︶

ンド曲集と題する歌集やCDにも含まれるようになると︑

連盟︑一九八九︑一〇一番﹁いかなる恵みぞ﹂曲名＞ζ＞N−

前からささやかれており︑ことに最近のようにスコットラ

いっそうスコットランド起源説にはずみがついてくる︒し

み︶︑﹃讃美歌二ζ︵日本基督教団出版局︑

一九九五︑六四番︑﹁驚くばかりの﹂︑歌詞は二連の

ンズ版を基にしている︒ヴァン・デル・マーヴェは︑﹁ア

五一番﹁くすしきみ恵み﹂︑曲名＞ζ＞N壱OO勾＞O国︶︑

社︑

HZOO幻︾O国︶︑﹁リビング・プレイズ﹄︵いのちのことば

かし︑バグパイプ版︵稿末楽譜参照︶は一九七二年の王立
スコットランド近衛竜騎兵連隊軍楽隊︵刃畠巴ω8富∪轟・

メイジング・グレイス﹂の旋律はスコットランド起源で

﹃新聖歌﹄︵教文館︑二〇〇一︑二三三番﹁おどろくばかり
︵41︶
の﹂︑曲名O力︾O国︶と続いて現在に至っている︒いまだ

一九九七︑四

かに縁戚関係︵oσ≦o垢邑豊奉︶にある︑というが︑具

これはジュディ︒コリ

あって﹁ロッホ・ローモンド﹂︵い03﹇oヨoコ匹︶と明ら
︵39︶

に統一した邦題・定訳がないものと見受けられる︒ポピュ

O口O信費房︶ の演奏に始まり︑
︵謝︶

体的に元のスコットランドの曲を提示しているわけではな

ラi音楽としてはそれ以前より﹁至上の愛﹂という題名が

違う曲ではあるが︑歌詞のほうはすでに明冶時代に訳さ

︵42︶

いし︑﹁ロッホ・ローモンド﹂とどこで繋がるのか不明で

使われてきた︒

チアなどにはスコッツ・アイリッシュなどのスコットラン

れている︒国立国会図書館近代デジタルライブラリーの所

いる賛美歌集等としては︑﹃讃美歌第二編﹄︵日本基督教団

ておく︒︾ζ＞NHZOO刀＞O国の旋律でこれが収録されて

最後になったが︑日本での賛美歌集について簡単にふれ

たうとし﹂と訳されている︒楽譜付きとしては︑讃美歌委

ばかりつみに／けがれし身を／すくへるめぐみは／いとも

歌詞のみ︑曲名＞幻口ZO↓OZ︶にあり︑第一節は﹁かく

治一二︵一八八八︶年四月︑第一七〇︑一五九−六〇頁︑

︵44︶

ド系移民が多く住んでいることを状況証拠として付け加え

蔵版を見ると︑植村正久等編﹃新撰讃美歌﹄︵警醒社︑明

出版局︑ 一九七四︑ 一六七番﹁われをもすくいし﹂︑曲名

︵43︶

ることができるが︒

︵40︶

ある︒曲調からするとスコットランド系であって︑アパラ

αq
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︾カロZO↓OZは当時のアメリカでの一般的な曲といわれ

号・頁は同じであるが︑歌詞は﹁いともたふとし﹂である︒

ある︒鵜飼清吉発行の同年八月版﹃基督教聖歌集﹄では番

きみの／あやしきめぐみは／いともたうとし﹂という訳が

頁︑歌詞のみ︑曲名なし︶に﹁まよひにしわれを／助けし

音堂︑明治二三︵一八九〇︶年五月︑第八二︑四七−四八

この歌は扱われていない︒もう一点︑﹃基督教聖歌集﹄︵福

美歌てびき﹄︵警醒社︑明治二四︵一八九一︶年四月︶に

る︒なお︑この賛美歌集の解説書である戸川残花﹃新撰讃

り︑ここでの歌詞の表記は﹁いともたふとし﹂となってい

八九〇︶年一二月︑第一七〇︑曲名＞沁＝ZO↓02︶があ

員編﹃新撰讃美歌﹄︵︵出版者︶植村正久等︑明治二三︵一

以外では定着しなかったようである︒

︾︻Z︵＞ζ＞N毫OOカ＞O国︶ではない︒客国毛切匹↓＞毫

録賛美歌集があると思われる︶︒曲はいずれもZ国毛ω固甲

↓OZ︶である︵つぶさに調べたのではないので他にも収

︵ソルファー譜付︶﹄明治二三︑第一七〇︑曲名＞即口Zρ

二三︑第一七〇︶︑第二四巻︵讃美歌委員編﹃新撰讃美歌

楽譜あり︶︑第二二巻︵讃美歌委員編﹃新撰讃美歌﹄明治

七﹁たへなるめぐみや／いとあやふき﹂︑曲名∪○名Zoo︑

ソヂスト出版舎︑明治二八︵一八九五︶改正増補︑第一二

い︾ZO︑楽譜あり︶︑第一六巻︵﹃附譜基督教聖歌集﹄メ

八二﹁まよいにしわれを／助けしきみの﹂︑曲名≦○OU−

教會雑書會社﹃基督教聖歌集﹄明治一七︵一八八四︶︑第

︵1︶ oo一①お↓仁ヨo鮮﹄ミ禽帖轟OミR︑図ぎのき這魚＞ミ筆

︵45︶

る︒復刻版のコレクションである﹃明治期讃美歌・聖歌集
成﹄には︑︑︑＞日震ぢひqO茜8︑．の訳詞が収められたいくつ

︵二〇〇三年六月︶・

ここにはレコード

ζ⊆跨ω＄﹃︒﹃寄の三誘︵帥ヨmN一￡

帖s￠ミo旨寒ご唱＆のo轟︵国08一ト︒OO卜o︶も︐器9

による

れる︒正確な数はわからないが︑ターナーは﹁一一〇〇以

が数に入っていないが︑重複はかなりたくさんあると思わ

︵SP・LP︶および廃盤とか多くの外国盤︵日本を含め︶

凶冨8︶

︵2︶＞巨帥Ngboヨ

かの賛美歌集がさらに見出せる︒それらは︑第一三巻︵浸
禮教會﹃基督教讃美歌﹄︑明治二〇︵一八八七︶︑第二一七

﹁まよひにしわれを／たすけしきみの﹂︑曲名≦○OU−
r＞ZU︶︑第一四巻︵米國浸禮教會傳導會社﹃基督教讃美
歌﹄︑ 一八九六︑第六六﹁さまよふめしひを／すくいたま
ふ﹂︑曲名＞刀＝ZO↓OZ︑楽譜あり︶︑第一五巻︵美以美
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上﹂と言う︵巳ミ︶︒アメリカ議会図書館所蔵の四五七点

帖§一︿o一甲目ω︵O言﹃9雷唄ヨコ巴Oo暑o轟賦op一〇謹yP

︵10︶刀ミヨ○呂﹁90︿①5a

︵3︶い刃≦壁9馬ぎ肉鑓馬慧さミ§﹄O註誉ミ§亀韓の−

にリリースされた︑とのこと︵ワ笥oo︶︒

のうち︑九七パーセントは一九七一年から二〇〇一年まで

日本語に訳された時の曲の一つにも＞幻口ZO↓OZが採用

︵11︶ゴ﹄322路後でも述べるように︑

一器oo︐

↓ぎさミ醤ミ這9︒婚9ミ︾§−

︵ただし︑二〇〇三年六月現在では四九六点になっている︶

8試oミの建魯︵○風o巳いΩ曽o呂870︒︒9一〇〇刈︶も︐boooN

＞ヨΦ︶のオペラ﹃アルタクセルクセス︵﹄§黛慧嚢8︶﹄

されている︒＞勾匡ZO日OZはトマス・アーン

︵↓﹃oヨ器

一八八○年代に

︵4︶ ↓⊆ヨoきンミ欝き⑳OミSぼo旨︻8ざ8︐これは大英図

の賛美歌にも用いられている︒日本では︑﹃聖歌﹄五一七

︵ミ臼︶序曲中の旋律から由来するもので︑他のいくつか

番﹁十字架の兵士たる﹂の曲になっている︒

ただし︑NHK総合テレビの番組﹃アメイジング・グ

書館所蔵版から ︒

〇月一九日放送︶の中で紹介されたマイクロフィルムの

レースの魂−賛美歌が語り継ぐアメリカ﹄︵二〇〇二年一

Ooミ慧食恥︵里範o毛卿ζ巴P一〇︒O㎝︶サZpOooO冒甲09﹈酢

︵12︶一冨∪■留爵亀9巴；＆ω■︑08鷺馬ミミ謹≧o蔑きq

︵5︶

ぺージでは︑︑ぐ①一一︑．となっていた︒

Ooo菌①勺昆g盲o認opboミ誉肉R象留ミミミ軌﹄ミ

Oミミ騎︵一︒畠耳算O山O暑o﹂︒誤y℃ー鼠O﹇Zρ一曽﹈■出典

＜o＝︵一︒︒メ

︵B︶

︸07コ旨一一〇Pb腎融o蓉遷黛ミミき8鴇

寄Φ鴨＝︒︒︒㎝︶も︐誤﹇巽 ＞ヨ山N一畠⑳冨8レo≦︒︒藷︒辞9①

︵6︶

はざωo℃7工⁝ヨ曽P↓ぎo為恥ミ鯉ミ帆象︵一〇〇〇〇〇月①≦器α帥昌α①コー

O轟ゴ四ヨ

↓ぎまミ§§融の

象負謡跨①島試o昌︵一日R8ξ︒nρ℃雪亭

＜F﹇国と称していても︑この名で知られる﹁ルソーの夢

逡ぞゆ三費OOOαωoo置の︐一8ωy℃■＝9なお︑ Ω力国国孝

︵15︶

ヨo⇒鴫℃二σ一一筈ぎαqOoヨ葛⇒劉一8㎝y℃︒P

＜一ωa号凶乱Φe二〇5︵コ餌言陥一Φ一P＜o﹃ヨoコゴZo﹃90ヨ工震ー

≧ミき鳴ミ蚕黛§︒華﹃①−

ωo琶α﹈︑

σ網

①αω

︵7︶ 原恵﹁賛美歌1その歴史と背景﹄︵日本基督教団出版

8ヨ且一巴

︵M︶審﹃qOo＆8の一巴

一9・品oαa一試oP一G︒認︶■

たとえば︑ミミ蕾︑ミ↓鼠婁げO︾ミ3︵60︒刈︶葛Qサ

名讐ωo員§鳴肉諾騨討謬ミ醤もPじ︒o︒卜︒IOP

局︑一九八○︶︑︸五八頁︒
︵8︶

︵9︶

8一一Φ〇二〇昌

ミミ︒り討昔︵一〇〇一︶騒ぎのoミR︵誓Φq①貼E−
名o房ゴ昼

職忽等慰総§
賦＜Φ

国①昌αユo胃︶︵一〇〇〇 〇 〇 ︶ ︑
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a ￠三＜①お凶蔓o噛匿ぎo房ギ8ω﹂OO押℃マミO山Oご

O﹃震一①ωコロヨβミ器静き導Q≧Qミミミミ一Zo旨oP一〇〇〇ω︑

︵刃2のの＄⊆．の98ヨ︶﹂︵﹁むすんでひらいて﹂の原曲︶の

旋律ではない︒後者はω巧国国↓＞男問口O↓δZ︵唱巳おー

しくは︑冒＃コ田巴す〜ミ魯ミミ終聲︑蕊鳴＆鳴︑ 貸ざのや

ミミ鼻ぎα①Fω9マ旨Rωoo訂﹂8ρOP一ω命おO︶︒詳

℃P卜︒O一ー曽合Oき一巴国冒四ヨ即員＞ミo試gきミ霧蹄㍉﹄︑冨§ー

の旋律も含まれているが︑別の曲名︵のO﹇OZ︶であり

ミ鼠蚕黛鳶§亀﹄ミ恥註o§笥o馬む︒うo鑓︵q巳くΦ邑蔓o胤O①o﹃−

笹oギΦ︒︒9一8刈︶扇ま＝国

の最近の版としては︑O醤題ミ〜象ミ幾窺黛愚︵b§吻§為等

︵d呂＜①邑蔓o脇08彊一①

Ooσげ﹂さ↓言留ミ＆曳R愚㍉

匡野鼠慧§黛ミ募ミ誤帖

国一呂ωo誘oh≧診oヨ費ω︾駄ミo︾ミ9ミ貸遷︵勾①巴

名9匡Ou即毛︒㎝る8一yただし︑一九九六年の︑零o鑓ミ

︵16︶

ギ霧の﹂雪o︒﹂︒o︒︒︶などを参照︒﹃セイクレッド・ハープ﹄

Ra＝四∈℃ロ巨一ω三昌のOoヨ冨⇒ざ一〇〇一y↓ぎ動︑モミ討

Ooヨ冨量﹂︒コy↓書の8愚亀寅

昌凡§︶︵O巳ざ彗︸≧m富ヨ費留9a頃山壱国σ一凶︒︒三お

8三ε巴︶という表現はあまり使われない︶はすでに過去

南部のみならず全米各地︵さらにはイギリスでも︶でシン

ルー・ブック﹂とも呼ばれる︒﹁ハルモニア・サクラ﹄は

ク﹂︵これが最も普及している版である︶および﹁ブ

冊が現行版で︑表紙の色から俗にそれぞれ﹁レッド・ブッ

σ曽ヨ鍵の帥R区＝弩℃切oo置OPbo80︶があり︑あとの二

越︵遮縛肉駐畿§︶︵ω甲

のものと受け取られることもあるようだが︑いまだに健在

留R＆蚕黛愚︵肉s融＆08鷺︑肉§鄭帖§︶︵ωpゆヨのop≧甲

ている︒日本ではあまり知られていないが︵アメリカでも

一八三二年より続くメノー派の歌集で現在第二五版︵一九

︵↓ぎのoミぎ§嵐ミ§oミ節ミ器融＆9ミ鷺ミ§︶﹄︵一〇︒望

九三年版︶を数える︒復刻版では﹁サザン・ハーモニー

シェイプ・ノート歌唱についてある程度の記述が当てられ

a三〇Pq三＜o邑￠マΦののoh閑雪けまξ﹂Oo︒S§900︶︑

誤解されることもあるという︶︑アメリカ音楽通史では

﹃セイクレッド・ハープ﹄と言うと変わった楽器の一種と

グ︵歌唱集会︶やコンヴェンション︵歌唱大会︶が開かれ

ル﹂という表現が使われるほどますます盛んになってきて

で︑そればかりか近年に至ってしばしば﹁リヴァイヴァ

︵17︶ シェイプ・ノート歌唱︵最近では﹁白人霊歌﹂︵毒ごa

は従来の旋律︵ の ゴ ス ペ ル 版 ︶ で 歌 っ て い た ︒

融帖ミ§ミ帖導ミ⑩︵工O⊆ω09夢の匹ζ霧望亀O話鐸卜o︶で

巨⇒簑一︑O毛一荘巨oa︑．︶が付いている︵三8︶︒

ウィリァム・クーパーによる別の歌詞︵．．↓ぎ冨﹃p8＝早

ミ︶として別に収録︒また︑﹁アメイジング・グレイス﹂

oo

︵OまoユO訂ωρ詠ミ豊R好ミ毯貴

るのが︸般的で あ る
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︵囑のOω一ヨ＝①①α一賦O口讐d昌一＜Φ厩ω諄鴫O頃↓O目コOω−

﹃ニュー・ハープ・オブ・コロンビア︵臼評Q≧鳴ミ欝愚o︑
OO﹄巽§ぴ帆自︶﹄

当時の．︑吟呂？き冨σ島ヨoωω．．については︑知5器＝

嶺oミ亀ぎ題︵算ε一＼＼富8一Poお＼︶を参照されたい︒

︵18︶

︑貼oり切貸の帖醤Oω9

雲O昏

鳶︑肉コOミ﹄認も篤O﹄℃◎矯︵○図hO﹃α￠口帥く㊦﹃の詳鴫勺﹃Φのρ一〇〇〇〇〇︸

ω四昌一①胃一＞ミ鳴試O黛醤bO唱黛馬O﹃ミ貸oり軌OP醤

＞O国の旋律には

ζεU﹇閃↓02と題する別の歌詞がついている︶がある︒

このタイトルの本としては︑アメリカ議会図書館︵オ

ンライン・カタログを参照した︶にω＄二巨9φ切自号耳

︵19︶

署お？3︶参照︒

器o写霧o・る8ごただし︑＞ζ＞N毫OO

﹁ノーザン・ハーモニi﹄は北部で出た新しい聖歌集で︑

が出版されている︒アフリカン・アメリカン系の﹁カラー

他にも各種の歌集︵ふつうはξきぎ爵と呼ばれている︶

が︑年代からするとこれらではない︒

版︵一〇︒起︶と堕揖Z器ど版︵一〇︒お︶とが所蔵されている

軌醤

↓評憶⑪O

O執概

の蛛黛織史

ド・セイクレッド・ハープ﹂も行われている︒商業録音の

︑執紀﹄ミ鳴試Oa醤ミQ〜鳴菩馬硫

UO吋Oけげ鴫O■頃O﹃⇒層の帖醤内蛛Oミ⑩O︑蜜恥隣e⑩醤﹄誤

醤飢肉

﹄の画醤弊︸鳴のO黛−

醤勢︵一〇ωω貰冥■Uo＜①き6臼yマω9ただし︑は

O①O﹃のΦ℃⊆一一Φ昌一印O犀ωO⇒雪妄︸舖Oの︾賊註︑貸

卜o︐

﹄ミ鳴試O黛

虫ミ・

じめは見落としたのであろうか︑﹁人気のある八○曲﹂の

S恥§q黛

︵別︶

ぎ愚切8蕊︵d巳く①邑蔓o窃一〇琶pギ霧ω曽一s︒︶もk︒︒︐

O︑︑O馬冷

︵20︶

CDは数が少ないが︑内輪では︵つまり︑一般のレコード

店には卸していないが︶多くのCDが作られて出回ってい

くO融霧ンRo鴇﹄ミ偽試8％の壽§﹃≧o鷺

るし︑インターネットでもいろいろな歌唱を聞くことがで

一八六〇年版の↓蒔の§讐民歳黛愚はオン

7一一唱一＼＼︵類毛ーO＝oqユヨO﹃Oα信O江O昌︒O門αQ＼ωロO﹃①q7四﹃℃

きる ︵たとえば︑
ミ毅の帖9

一■三旨一︶︒ な お ︑

ライン︵三6救＼島讐訂＝ぴ﹃ヨの鍔aロ＼ωωσ＞ヨ四のφ9ヨ噌ゴー

O︑肉黛︑馬史

中︵第六番︶では︑鵠＞勾ζOZくOカ○＜閏もミ茜帆ミ

笥O﹄澄1のO醤隣の

↓討恥魯ミ醤ミN℃90婚Ooミb鶏ミo斧＜o一■目一ω一℃℃■一図ωooI

ω網ζ℃頃OZド

ωOrOZ響

勾国∪国ζ勺目OZを︑

ホーン

別の曲名としてジャクソン︵モミ欝9ミミミ勲P一巽︶は

︵23︶

︵一〇Gゆ刈い﹃℃壁UO＜O﹃一一〇〇轟y口﹄㎝ω︑

︵羽︶ 一ゆO胃のO昌一 の︾臓註弊寵Rh

ミo醤紀も言及されていない︵℃■一竃︶︒
︵7菖窟＼＼h固ωO一PO﹃αq＼一⇒α①×＼O一コー

︒9︶で参照可能であり︵Z国巧ω包−

鳴〜

↓≧Zはや臨にある︶︑ 歌詞および索引ならば↓ぎ留−
O醤魯醤鳴﹄譲

幕Zo11一認陛ヨ濃①

O︑鳴風顛黛愚

三ヨ一︶がある︒また︑円ざのoミぎ§墨自§O謹にも

インターネット版がある︵鐸6一＼＼毛毛華︒8ざお≧＼8＝筈・

号図

①ヨー﹃貰ヨo⇒鴇＞三P鐸ヨ一︶︵いずれもZ国≦閃力肩≧Zで

検索されたい︶︒シェイプ・ノート全般については︑禽o建
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︵寓9Pのき頓きミ⑩黒寅鶏唱Q鐸P一認︶はζδO一あ↓OZ︑

︵27︶

﹇o≦．︑との関連も示唆する︒

チェットは︐．＞ヨ器ぎのO冨8．︑に関する調査の結果を臼ぎ

︵24︶

〇一碧Φ昌αo昌ギ①o・の一一800︶︐

Noo婚9

讐

↓ぎミミ醤↓§恥︑ミ奥出9誤誤︒︑肉譜駐〒卜§−

O＞ピ﹇＞工国刃男刀OO＞＝↓刈を挙げている︒

♂ミ醤ミ﹄◎PO吋Ooミ︾RミO鮮くO＝＝団︵一8倉℃P誌器−鼻ω︶に

蛍傍︑ミ臓器︵﹃讃美歌二一略解﹄日本基督教団出版局︑ 一

︵28︶

﹁詩篇﹂︵六六−二︶からとった書名であり︑ミ寒鳴

くo一ω﹄oe一aσ鴫Z一90﹃の↓oヨ℃R︸畠︵O蔦o＆一

鷺きミ醤↓貸謹のき窪ミ＆のoミ亀防︾oミ鋭駅δ

まとめている︒また︑ζ震δ昌い属緯︒冨夢﹄Ooミ︾貸ミ§

初めは一九九一年の論文で発表されたもので︑ハ

＆↓ぎ≧oミ蚕自壱畠9ミミぴ蔚︵q旨︿Φ邑￠o嘱↓雪器の−

と共に﹃セイクレッド・ハープ﹄の普及に努めた歌唱指導

が年上か不明︶の牧師＝φ刀8器︵σ冒8賃〇四︑﹂o︒No︒︶

一9昌マ刀8器︵評霧の綴りもある︶は兄弟︵どちら

九九八︑二八四頁︶とするのは誤り︒

曽o需

︵29︶

︵ピ器9

これらに原著からの関連ページ︵二葉︶の写真版がある・
他にも同じタイトルの文献

の①①ギ霧ω﹄︒8あ■く■ζ日∪ピ国↓OZも三8占︒︶も参照︒

︵25Yなお︑

§oミ﹂おωぎ

者で︑現行の版に十編ほどの作品を残している︵Ooげσ︑

蕊蚕

ミoミ﹂oo謡︶があるが︑

≦≡置ヨζ09ρOoミミミ黛き寅

のづα＞σ犀げゆ ヨ 名 o o 鼻 ↓ ミ O o ミ ミ 闘

︑．閑閏国Oo噛

臼ぎ象ミ＆曇貸賢冨ωω目︶︒↓ぎミ§醤ミ這9︒婚9ミ︾§−

には見出し項目があり︑

別の本のようである︒前者はアメリカ議会図書館オンライ

︵戸紹O︶

ン・カタログ︵ここにω旦ヨ彗山＆oo富≦版はない︶︑後

句O＝Z﹂巨aヨ8畦oo二網帥o月窪50﹃oh9Φ隔5毘ω富目ゆ

ご斧

＜o≡

者はジャクソン﹃初期アメリカのスピリチュアル民謡﹄の

﹁作者ではない﹂という記述のみがある︒なお︑﹁黒人の牧

90コ﹇．．＞ヨmNぎひqO田8．．﹈︑ωOOgOO三蔓碧①＝︐︑︑と

師ではないか﹂︵大塚野百合﹃賛美歌・聖歌ものがたり﹄

文献リストにある︒

冒巳臼H詞は一器8≦碧富︑出典はO註鷺醤ミ留ミ民

創元社︑一九九五︑九三頁︶との推測は誤りである︒

︵26︶ 寅︒寄oPboさ醤−肉8〜9ミき良の＞ミ9ミ奉ロ■一認

蚕貸導︵一〇＝yなお︑﹇OZOHZO問○即属Oζ閏︵﹁たのしき

︵30︶ この段落のいくつかの主要な点は↓ミ3ミ醤ミ這9︒吋

勲o曽亀9ミ§貸§巳霧によった︒なお︑この歌詞は含

ふるさと﹂︵﹁讃美歌第二編﹄︶および﹁キリストがわけら

︑．ω三認

9ミミミ§一くo閏︐目切℃︐罠ωo︒≦Ooミ暮這§き吋ぎ≧Qミ

ジャクソンは黒人霊歌の

れた﹂︵﹃讃美歌二こ︶の旋律﹇＞ZuO団刀田↓の前身︶
も同じ旋律型であり︑

183

「アメイジング・グレイス」の起源と背景
（15）

（16）
平成15年（2003年）9月号
第3号
第130巻
一橋論叢

まれていないが︑﹁讃美歌第二編﹄に︑︑ピ霊ω巴︒芦ζ冤＝眉−
〜討

のO貸W討Qミ﹄篭博黛﹄PO討帖画醤的禽軌の貸醤ひqウ史﹄Q

閲⊆σ＝〇四ユO昌ω響一〇〇ρ℃︐㎝一︶︒

ミミ§

醤沁黛ら︸帖鳴︑O騨匿

の髄O鳩帖鳴恥

︵︸︿﹃①ひQΦ一︸

︵32︶Ooo屯oで．．帥ヨ呂ぎ的ひq轟8．．と．．ざくぎαqびヨ房．．の二

O鴫誠oヨo．．︵たのしきふるさと︶がある︒

○ωσΦO屏︸賊O㌧

語旬を使って検索すると二七のヒットがある︵二〇〇三年

醗7

≦︐

①匹︐︵○図−

OO軌暦鳴h知鴨OO腫犠のNgQ矯q﹂〜も戯働︑

国O⇒⇒O貯﹃

一〇〇トつy

℃bO

婚斬

ミOω︑

↓壌鳴蟄ω貸憶QR

OO鱗︾恥﹄

ミミ醤

の〜O註．鳴ω

︵34︶○ωげ︒o置踏ミミ醤曽§霧bミ§ミN匿︵一ぐ畠9

一〇〇DN︶博唱bω︐

︵詔︶

山ハ月現在︶︒

戦前のレコードについては︑カoσΦユ客語U冒9雲

四一 切﹄巽鳴恥黛醤儀

︵31︶

8鼠q三く雪巴蔓℃お器﹂O零︶およびO葺耳ε↓■ζ8qρ

帆臓Oミ馬ミ貸oo帖q︵ωO仁辞ゴΦ﹃⇒

一﹃■①一麟一．︑OO貸醤蛛遷ミ貸ωNらのO貸︑ら鳴ω■．＞ヒu帖守富OIb賊o弓qO聖貸︾詮量

O︑OOミNミNO憶G篤P匙▽謁鳴OO讐風鳴風↓讐籍

9①冒ぎ両α毒費房ζΦヨg芭閃oεヨる︒8︶を参照︒各

男〇一胃嵩噛OOO一一〇〇試Oβ嘘￠P一＜①財ω詳鴫O隔ZO﹃一﹃O帥﹃O＝コロ零諄7

塁四ロき9二88轟葺一a巨≦潟﹃∋9．．．と︑誤植で

︵国﹃畠♀お8yワ多ただし︑後者では︑．＝≦霧胃⇒o矩昌

さまざまな歌唱スタイルについてはTV番組をビデオ化し

あろうか︑題名が違っている︒なお︑OωσΦ︒ぎ＞ミ§き鮫

層での受容については↓⊆旨9﹄ミ鵠き頓OミRを参照︑

た﹄ミ器き隣Oミ亀ミ帖ミ切ミミミミ騎︵℃のω＝OヨΦ＜こ8

︵民﹃畠♀一80﹄8ρP一漣︶では︑この歌のタイトルを書

名に採用しているにもかかわらず︑曲の出所にまったく触

03自ら鳴h恥軌q㌧醤の廿帖試醤肉♂ミ醤の馬O試恥oo︑O︑b 蔑い︑b鴨唱O勘Oきω

れておらず︑．一〇くぎαQ﹇麟ヨ募︑．への言及もない︒オズペッ

﹇℃田一8﹈﹂8︒︶も参考になるだろう︵三分の二ほどに

ては︑一Φ隔︷↓oロα↓一8p9巴5区塑ミミミのO︑ミ竃帖9＞醤

O轟8︑︑を例にとってのブラック︒ゴスペルの歌唱につい

クの本にはところどころで不正確な記述が見られるが︑

短縮してNHKから放送されたことがある︶︒︑．＞ヨ器ぎαq

︑醤弊憶O織貸O融O器︑O蛛︸Qミ窯防賊らO﹃N詮鳴ミO︑﹄駄．oうb鳴O旨脳鳴の︵ω07一︻ー

O①O﹃の①勺仁一一〇ロ一帥O國のOコ一ム醤O㌧討鳴︑の討帖自︑O﹃ミ︸帖馬Oの︾画︑1

毛一一一剛国ヨ国酢︼W四﹃けOコ︑．．○一α℃一餌昌一山試O昌︸山﹃ヨPの．．︵一〇〇〇DDy

﹃①℃﹃一昌けΦα一⇒↓鳶Qの06帖黛﹄︑§博識G黛融O醤恥O︑肉臼︑α︑≧鳴鷺Oミ貸−

︵訪︶

帆帖貸良Nの︵一〇㎝N一閃O一屏一〇ユO口曽一〇QQ一一〇■刈O︶■

︵訪︶

﹁ベスト・セラi﹂となったものもあり︑影響は大きい︒

た例︵あるいは︑こちらが﹁本家﹂というべきか︶として

ヨ雪切8訂﹂Oo︒倉署ー一81一＝︶に分析がある︒民謡化し

はたとえばジーン・リッチーの版を挙げることができよう︒
彼女の︑︑＞ヨ器ぢ磯O轟8．．の一ヴァージョンは○己力畠午

一貰田営馨ぎ邑9であり旋律が異なる︵き寒の§題魚
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も︒腎黛↓ぎqミ牒鼠曽ミ跨・Φ9件Φ匹げ鴫ω①3m三閤帥貯N

︵42︶

この邦題がいつから使われたのか不明であるが︑

︵＞ヨo＼Z︒ξ網o蒔↓冒oの﹂︒8yワ︒︒㎝■繰り返し部分︵歌

で﹁至上の愛﹂とされている︒ジュディ・コリンズ盤︵一

﹃フォーク辞典﹄︵新興楽譜出版社︑一九七二︑一九五頁︶

九七〇︶が発売されたときに付けられたものかもしれない︒

詞︒旋律︶のみが一碧訂o登ミミ譜§叙≧轟き9ミミミ曾

ZρX図図く目﹇マミ呂︶および閃歪poZ9葺肉o寒ミ§融

↓ぎ騨卜将9§§風き醤箋骨︵一〇お一壱壁∪帥080﹂O鐸

六一︶には未収録であるところからすると︑六〇年代初め

日本放送協会編﹃軽音楽便覧﹄︵日本放送出版協会︑ ︸九

ω＄5ご巳奉邑 ￠ ギ 8 の ﹂ S g P 8 ︶ に 再 録 ︒

き〜書qミ慰︒︒曽ミ跨︑＞蕊︑ミ﹃＆§識§噸o︒巳①α■︵毛塁房

︵43︶

る︶︒なお︑この題での訳詞の存在は不明︒

たようである︵そのためにも邦題が必要であったと思われ

頃の日本の音楽業界でこの歌はほとんど知られていなかっ

卜⊇とaλ一8ゴ弓け＞ζρ一雪︒もワ9占一y歌詞のみが申・

国ヨξ国毘o≦①＝︑oρOミぎ§︑蜀ミミ帖§ω§題

葵言o勺9段ρΦα■トマ試8黛ミo﹄︾ol﹄ミ鳴試ら§の営註ミ匙

社︑一九九九︑二一九頁︑注23︶には︑植村正久等編﹁新

︵37︶

︑＞b︒婁§ミ自曙9§ミ§︵9Φ窪≦ooρ一︒︒︒︒も︐ω畠︶

撰讃美歌﹄と﹃基督教聖歌集﹄︵メソヂスト出版舎︑明治

手代木俊一﹁讃美歌・聖歌と日本の近代﹄︵音楽之友

に再録︒

二四︶の二点が挙げられている︒また﹃リブイヴル聖歌﹄

︵大正一一︵一九二二︶︶に﹁いかなるめぐみぞ﹂として収

↓ロヨ︒き 詠 ミ § き 閃 要 § Q 一 ︐ 巳 ︒ ︒ 9

︵39︶勺︒一〇﹃＜睾α段ζ①蒙90試讐菖o﹃ミ︒b9ミミ的鷺翁

録とのことである︵八九頁︶︒

︵38︶

↓ぎ＞ミ8＆§融o︑導o↓ミ§欝導lO§ミ遷b8ミミミ零

＼＼胃ヨ岳凶甲＆一︐ひoむ＼ヨO突︐葺巨

︵44︶

手代木俊一監修︑全三五巻・別巻一︑大空社︑一九九

三ε

圏鳥︵○駄o＆￠三︿︒邑ぐ勺おωρ一︒o︒O︶もワ＆ムN

．︑い09﹇Oヨo⇒α︑．については︑宣ヨ8い明三鼻↓言

︵40︶

九︒

︵45︶

︵一橋大学大学院経済学研究科教授︶

本文中︑言及されている楽曲の楽譜は次頁参照︒

山8神o︑ミミミー肉 ミo器ミ§魯︑9湧織o鼻︑9ミミ§織
︑ミ鳶㎝9aλuo奉﹃る︒︒Oも︐ω器︶参照︒そこでは．．＞ヨ欝−

ぎσqO冨8．︑との繋がりについての手がかりは得られない︒

歌﹄︵聖文社︑一九七四︶には未収︒

︵41︶ ﹁古今聖歌集﹄︵日本聖公会︑一九五九︶︑﹁教会讃美
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