﹁藁の中の七面鳥﹂の系譜

櫻

井

雅

人

たLと言う︒クリストファー・スモールは﹁ミンストレ

︵1︺

ドラムのように三拍子のロール音を打ち出すものであっ

膝・腰・肘・肩・前腕をピシャピシャ叩きながらスネア・

ヴォードヴィル﹄一一九四〇︶﹈によると︑それは両手で

︵その二︶

︵本稿は﹁藁の中の七面鳥の系譜一その一︶﹂︵﹃一橋論叢﹄第

二一六巻第三号︑平成＝二年九月号︶に続くものである︒一

一一一起源をたずねて

はない︒ただし︑メロディー・ラインのシンコペーション

ル．ソングの中には﹁藁の中の七面鳥﹂のようにアイルラ

レル．ショーで出し物となっていて︑スターンズ夫妻によ

器楽曲としての側面が強くなるにつれて名称も﹁ジッ

ると︑﹁一八九〇年代までに︑ゴールデンとグレイトンと

のみならず黒人の音楽演奏で好まれた半音下げた第七音と
＾2︺
か歌詞の繰り返しのように黒人からの影響の残存もあるL

ンドやスコットランドのフィドル曲を改作したもの

して知られる顔を黒く塗ったミンストレルとヴォードヴィ

と一言う︒その意味においては影響を受けているということ

プ・クーン﹂としてよりは﹁藁の中の七面鳥﹂が一般的に

ルのチームが﹁藁の中の七面鳥﹂に合わせて﹁パッティン

もできるが︑いわゆるテキスト︵歌詞・旋律︶のレペルに

︵注岩訂巨昌︶もあるが︑直接に黒人の起源に遡れるもの

グ．ラビツト・ハツシュ﹂﹇パツティング・ジューバの一

おいての影響関係はほとんど認められない︒実際に黒人た

なっていったといえよう︒それでも十九世紀にはミンスト

種﹈を演じた︒ダグラス・ギルバート﹇﹃アメリカン・
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「藁の中の七面鳥」の系譜（その二
（37）

（38
平成14年12002年）3月号
第3号
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橋論叢

ちが演奏した﹁藁の中の七面鳥﹂は驚くほど少ない︒アフ

ン・フィンソンは︑﹁初期のミンスレルの歴史によると

﹁ジップ・クーン﹂の曲の起源は西部にあって︑船乗りた

あり︑民俗学者のなかには一七八二年のフィドル曲集に

リカン・アメリカン系の﹁レイス・レコード﹂では第二次
大戦前に三点の録音しかないし︑フィールドワークからは
＾3︺
アフリカン系の演奏は報告されていないようだ︒このうち

載っている﹁ローズ・トゥリー﹂一後述一との関連を示唆

ちのダンスで使われた﹁ナッチェズ・アンダー・ヒル﹂で

二点は﹁未発売﹂で︑発売されたのはストーヴパイプ・ナ

するものもいる﹂と言う︒またロバート・キャントウェル

物語またジグやリールのレパートリーを共有していた︒た

も﹁黒人と白人の船乗りたちは︑表現・方言︑ジョークや

＾5︶

ンバー・ワン＾卑oき宮肩zo．H︶のみである︒

﹁ナッチェズ・アンダー・ザ・ヒル﹂

とえぱ︑広く報告されている﹁ナッチェズ・アンダー・

四

原曲の候補の第一にあげられるのは︑明らかに同系統の

リーニミラー﹂一後述一と︑もう一方では後に﹁藁の中の

ザ・ヒル﹂は︑一方ではアイリッシュ・リールの﹁ジョ

︵Z津99⊂目庄胃9①匡⁝︶﹂＾ときとして﹁ナッチェズ・

七面鳥﹂となったミンストレルの﹁ジップ・クーン﹂と関

曲として知られる﹁ナッチェズ・アンダー・ザ・ヒル

オン・ザ・ヒル﹂とも︶であろう︒ナッチェズはミシシッ

連する﹂と言う︒

＾6︶

ピー州南西部ミシシッピー川沿いの都市一一七九八年から

録されているヴァージニア州リッチモンドで採録された

︵7︺
リチャード・チェイスの﹃アメリカの民話と民謡﹄に収

ダー・ザ・ヒルは河畔の歓楽街︑ナッチェズ・オン・ザ・

フィドル曲︵歌詞はない︶の﹁ナッチェズ・オン・ザ・ヒ

一八〇二年まで同準州の首都一で︑ナッチェズ・アン

ヒルは山の手である︒アラン・ローマックスは︑﹁︵﹁藁の

ル﹂は︑同一ではないが︑類似している旋律である︵なお︑

という交響組曲があるとのことである︶︒アイラ・フォー

た﹃ナッチェズ・オン・ザ・ヒル︵z津oすgo自艘①︸二一︶﹄

ジョン・パウェル一旨巨勺o峯o＝一にこの旋律などを使っ

中の七面鳥﹂の一旋律はアイルランドのパイパーのリー
ルLであって﹁﹁ジップ・クーン﹂も︑ミシシッピ川の船

乗りたちの問ではやっていた﹁ナッチェズ・アンダー・
＾←

ザ・ヒル﹂と呼ぱれるジグ曲とも関連する﹂と言う︒ジョ
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はないが﹁藁の中の七面鳥﹂は別のところで別の曲として

ル﹂の楽譜も基本的には同種の旋律と考えられる︵解説等

ド﹃アメリカの伝承音楽﹄の﹁ナッチェズ・オン・ザ・ヒ

デオの中で競演して弾いている曲を本人たちは﹁藁の中の

う︒興味深いことに︑トマソンとディック・バレットがビ

ン﹂と﹁藁の中の七面鳥﹂の先駆︵顯肩＆9霧ω昌一Lと尋冒

ている︒ノーツでは﹁この曲は﹁オールド・ジツプ・クー

一n一

収録されている︶︒旋律曲線をみると特に末尾が﹁ジッ

七面鳥﹂と紹介している︒多くの人に配慮して﹁藁の中の

﹁ナッチェズ・アンダー・ザ・ヒル﹂という題名での記

際には正真正銘の﹁ナッチェズ・アンダー・ザ・ヒル﹂で

七面鳥﹂のヴァリアントとして提示したのであろうが︑実

︵u︶

＾8︶
プ・クーン﹂に似てい る ︒

録はそれほど多くはないが︑伝承版のCDとしてはテック

ある︒マリオン・シード﹃フイドル・ブック﹄所収の旋律

が︑﹁どこかで聞いたことがある曲だ﹂という程度には似

在としては終焉を早めているようだ﹂という︒旋律は違う

ノーツでは﹁藁の中の七面鳥と似ているために独立した存

旨a彗︶のフィドル演奏があり︑後考へのライナー・

称である﹂というように別の曲である︒なお︑セシル・

ツではテックス・ローガン版に言及して﹁主たる類似は名

○く胃乎①＝⁝︶﹂も一ヴァージョンのようであるが︑ノー

ウォードの﹁ニッチェズ・オーヴァー・ザ・ヒル︵乞岸争鶉

にはかなりの違いがある︒名称からするとウェイド・

＾旧︶

−o胴印コ︶とロン・ジョーダンpo目

ている︒ヘンリー・リード︵︸彗q勾①＆︶が弾く﹁ナッ

ズ・アンダー・ザ・ヒル︵雪99窃C邑雪艘①雪＝︶﹂と

ス．ローガン︵↓①×

チェズ﹂はテックス・ローガン版にかなり近いもので︑レ
＾m︶
コード・CD化はされていないが聞くことができる︒リー

の名を記録している一後述のマーク・ウィルソン論文にも

＾9一

ドは︑﹁藁の中の七面鳥﹂をこれとは別に録音しているの

この名への言及がある一︒

ドラーのベニー・トマソン︵巾雪ξHぎ∋麸ω昌︶から学

ン・ハートフォード︵﹄oブ目＝彗亀o庄︶はテキサスのフィ

ダー・ザ・ヒル﹂と呼ぱれる荒々しいジグ・ダンスから由

用しながら︑﹁﹁ジップ・クーン﹂は﹁ナッチェズ・アン

一 一
ハンス・ネイサンは︑オールストン・ブラウンの説を引

︵岨︶

シャープはアパラチアでこの曲を聞いたようで﹁マッチェ

＾u︶

で︑明らかに異なった曲として扱っている︒また︑ジョ

んだという﹁ナッチェズ・アンダー・ザ・ヒル﹂を演奏し
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「藁の中の七面鳥」の系譜（その二）
（39）

（40〕
平成14年（2002年）3月号
第3号
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一橋論叢

ンド起源であって︑﹁ナッチェズ・アンダー・ザ・ヒル﹂
＾㎜一

れた︒ブラウンが指摘するとおり︑メロディーはアイルラ

おり一八三四年にファレルによってニューヨークで演じら

の舞台芸人のボブ・ファレルも作者として名棄りをあげて

が﹁ジップ・クーン﹂を書いたのであるが︑ニューヨーク

のちの一ブラウン一大佐によると︑一ジョージ一ニコラス

同じ典拠に基づいて︑ラッセル・サンジェクも﹁約半世紀

とを紹介しているが︑この説にコメントは加えていない︒

たのだったLと以前から﹁ナッチェズ﹂起源説があったこ

が定期的に行われるホーダウンを楽しむために集まってき

ルという所には船乗り︑川海賊︑賭博師︑高級売春婦たち

来したと伝えられている︒ナッチェズ・アンダー・ザ・ヒ

ンボ・アンド・ボーンズ﹄一一九三〇︶の中で︑一ジップ・

われてそして踊られた︒カール・ウィトキはその名著﹃タ

プ・クーン﹂が五年ほど古い︒しかし︑﹁常にジツプは歌

うかと思われる︒記録の年代からすると︑確かに﹁ジッ

ザ・ヒル﹂のほうを派生した曲とみなしているためであろ

いう証拠がないためか︑あるいは﹁ナッチェズ・オン・

説︶をまったく知らなかったとは考えにくい︒より古いと

言うところからすると︑彼らがこの曲一ないしはこの起源

りしないが︑キャントウェルが﹁広く報告されている﹂と

ズ・オン・ザ・ヒル﹂起源説を無視している理由ははっき

ジェームズ・ファルドやサイモン・ブロナーが﹁ナツチェ

くに二小節目後半から四小節目にかけてはそっくりである︒

曲に編曲されている︒全体的に旋律線は類似しており︑と

目が﹁ナッチェズ・オン・ザ・ヒル﹂で︑ホ長調のピアノ

宍目彗貝ミ磧ぎざ完§ら︵一八三九︶に収録されていて︑

G・P・ノーフ編の﹃ヴァージニア・リール集﹄6．勺■

でしばしぱ実際に行われたホーダウンのための船乗りや賭
＾〃︺
博師の間から生まれた荒々しいダンスに似ている﹂と言わ

クーンの︶一般的な踊り方はナッチェズの近くのたまり場

＾皿︶

なる荒々しいジグから由来する﹂と言う︒これに対してデ

これは﹁﹁ジップ・クーン﹂を幾分か余所行きにした版で

れる︒一八六一年にナッチェズで踊られていた﹁黒人の

＾π一

イル・コックレルは︑﹁ナッチェズ・オン・ザ・ヒル﹂が

あるLと言う︒このノーフ版︵発売はボルティモアの

一㎎︶

ジョージ・ウィリッグ・ジュニア︶はリィーヴィ・コレク

ミュージシャンの演奏に合わせて踊られたアイリッシュ・
菊︶
ジグの一種﹂の曲名は伝えられていないが︑﹁ナッチェズ﹂
︵㎜︺

ションに収録されているので︑それを参照すると︑第三曲

266

の可能性がある︒これらから推測すると︑﹁ジップ・クー

して最も興味をそそられるものの一つに﹁オールド・

アメリカ合衆国内のフィドル演奏に関心があるものと

ル﹂はアパラチアのオールド・タイマーによる﹁ナッ

ン﹂が広まるとじきにナッチェズあたりで﹁ナッチェズ・

チェズ・アンダー・ザ・ヒル﹂の弾き方に多くの著しい

ポッグ・ホール﹂があり︑これは明らかにどこでも聞か

﹁ナツチェズ・アンダー・ザ・ヒル﹂は﹁ジツプ・クーン﹂

類似点がある︒﹁ナッチェズ・アンダー・ザ・ヒル﹂は

アンダi・ザ・ヒル﹂というダンスの伴奏曲として取り入

から派生した曲となるのであるが︑この二曲には明らかな

のちに十九世紀のヴォードヴィリアンたちによって﹁藁

れる﹁藁の中の七面鳥﹂の親戚である︒もっと正確にい

違いがあることからすると︑共通した先行曲から分かれて

の中の七面鳥﹂に編曲しなおされた曲である︒ジョーは

れられ︑それが曲名となってアパラチアなどにもフィドル

別々に成立した︑と考えるほうが無理がないとも思われる︒

この曲を十九世紀末にグラスゴーで印刷されたカーの

うならぱ︑ジョーが演奏する﹁オールド・ボッグ・ホー

また︑北部で盛んであったミンストレル・ショiが南部の

﹃ヴァイオリンのための楽しい曲集︵穴害﹃︑ωき︑ミミ良−

曲として伝わった︑となるかもしれない︒とすると︑

ナッチェズ付近でいかに受け入れられたのかという状況証

ミミ邑﹄第一巻から覚えた︒カーのコレ

拠も必要であろう︒

○きsさ︑き

ので︑﹁オールド・ボッグ・ホール﹂がスコットランド

クションには幾つかのアメリカ起源の曲が含まれている

カナダのノヴァ・スコーシャ州ケープ・ブレトン島の

固有の曲なのかあるいはブラックフェイス一ミンストレ

五﹁オールド・ポッグ・ホール﹂

ジョー・マクリーン一フィドル︶が演奏する﹁オールド・

ル一の巡業劇団がスコットランドに持ち込んだものかは

判然としない︒いずれの起源にせよ︑ジョーのドライヴ

ボッグ・ホール︵↓訂OE︸o①q＝〇一①︶﹂は︑同じ曲と呼ん
＾別一

でもよいくらいに似ている︒少し長いがマーク・ウィルソ

のかかった演奏を聞くとケープ・ブレトンとアメリカ南

部山地の音楽とが先祖に共通のルーツがあることを思い

ン︵薫胃斥ミ＝ω昌︶のライナー・ノーツの一部を引用す
る︒
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r藁の中の七面鳥」の系譜（その二〕
（41）

（42〕
平成14年（2002年）3月号
第3号
第127巻
一橋論叢

起こさせる︒

えない︶︒三点ともにニューヨークで発行され︵うち二点

〇年という刷り込み一ぎ召薫一があるという︒これらの

は発行者が同こ︑発行年代についてはその一点に一八六
ウィルソンは同じ論旨をウェブページの論文記事でも繰

﹁オールド・ボッグ・ホール﹂は︑アメリカの巡業芸人

ことから︑スコツトランド︵そしてケープ・ブレトン︶の

リー﹂には言及していないし︑また﹁オールド・ボッグ・

を捨てきれないでいるのだが︑あとで見る﹁ローズ・トゥ

だもので︑歌詞は忘れ去られて︑そのタイトルと旋律のみ

﹁オールド・ボッグ・ホール﹂としてイギリスに持ち込ん

︵であろう︶が︑歌としてか器楽曲としてかは不明だが︑

一拓︶

の七面鳥﹂の原曲一︑與ω8房肩畠彗ぎ﹃︑︑︶である可能性

り返しており︑﹁オールド・ポッグ・ホール﹂が﹁藁の中

ホール﹂なる歌︵があること︶にも触れていない︒そもそ

を引き継いでフィドル曲となったものと推定される︒

﹁ローズ・トゥリi﹂

て﹁ローズ・トゥリー︵↓ぎカo器↓H窒︶﹂︵または﹁オー

時代をもう少しさかのぼってみよう︒これらの原曲とし

六

も記録の年代からしても︑スコットランド版のフィドル曲
の﹁オールド・ボッグ・ホール﹂の存在のみによって﹁藁
の中の七面鳥﹂がスコットランド生まれとの推測にはかな
りの無理があるようだ︒

アメリカ議会図書館には三点の﹁オールド・ボッグ・

ルド・ローズ・トゥリー﹂︶を挙げる説は以前から出され

一珊︺

ホール﹂のソング・シート︵歌詞のみ︶がある︒コミカル

と書かれていてこの旋律を利用して後から作られた替え歌

ん︵H︑庄ζO膏コ︸⑭＝ε窃↓ぎ一−畠き⁝①一﹂の楽譜一前

の旋律を使ったトマス・ムーアの﹁我を去りし望みを嘆か

一η︶

な歌詞一内容は三点とも同一︶で︑いずれにも題名の下に

ていた︒ただし︑一見・一聴して関連性が認められるほど
＾蝸︶
は似ていない︒チャールズ・ハム﹃イエスタデイズ﹄にこ

とされており︑タイトルは各連の末尾にある︑．；①o巨

半︶が︑またダニエル・キングマン﹃アメリカ音楽のパノ

﹁曲名︑オールド・ジツプ・クーン﹂︵≧■○巳N旨Oo9一

σooq・ぎτ︑︑という歌詞から由来することが明らかである

ラマ﹄にウィリアム・シールド﹃貧しき兵士﹄︵峯昌訂昌

︵別︶

一この題名の器楽曲が歌詞よりも先に作られていたとは思
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る音符において類似が明らかであるLと言う︒これらの専

るが︑全般的な旋律曲線︵∋①一〇2︹8巨o膏一と強拍のあ

門家の間ではこれが原曲であることは﹁通説﹂になってい

ω巨o頁§軸きミωoミ帯︶Hべo︒ω︶からの﹁ローズ・トゥ

るようである︒

リー﹂の楽譜が掲載されている︒これらの著者たちがたま
たま﹁ローズ・トゥリー﹂原曲説を知らなかったとは考え

O︑穴鶉匡脚本・シールド作曲の喜歌劇﹃貧しき兵士﹄

この曲︵↓ぎ宛o器↓﹃濡︶はジョン・オキーフ︵﹄o巨

にくいのではあるが︑理由は不明ながら︑他の個所で言及

されている﹁ジップ・クーン﹂や﹁藁の中の七面鳥﹂との
関係にはまったく触れられていない︒

ナッチェズ︶の古いヴァリアントの出所はおそらく﹁ロー

はトマス・ムーアの﹃アイリッシュ・メロディーズ﹄︵一

演されたという一アメリカ初演は一七八五年一︒この旋律

︵一七八三一に挿入されたもので︑当時は英米で幾度も上

ズ・トゥリー﹂である﹂として︑またアラン・ジャポーア

八O八⊥二四一所収の﹁我を去りし望みを嘆かん﹂やべー

セシリア・コンウェイは﹁この曲︵ジツプ・クーンと

も﹁出所が十八世紀に遡ることができるイギリス曲の

二−二二︶所収の﹁彼の人の別れの約束﹂盲①？O邑ω＆

トーヴェン編曲の﹃十二のアイルランド歌謡集﹄一一八一

律曲線で唯一の顕著な相違は︑ローズ・トゥリーが第ニス

竃①算霊ま畠一にも使われている︒アメリカでは︑ベン

﹁ローズ・トゥリー﹂であることはほとんど疑いない︒旋

トレイン︵歌詞での第二行目に相当一の第三小節で主音に

ジャミン・カー︵︸雪寸昌まO胃

＾㏄︶

なるのに対して︑﹁ジツプ・クーン﹂などのアメリカの曲

作曲の﹃連邦序曲︵↓冨句＆胃巴Oく胃巨篶一﹄二七九四

論文で︑﹁ローズ・トゥリー﹂︑﹁ジップ・クーン﹂︑別の派

曲のメドレーの一つとして﹁ローズ・トゥリー﹂が使われ

イルランドの洗濯女︵↓まヨ争≠鶉訂﹃名O昌竃︶﹂など七

︵−與竃胃詔≡邑器︶﹂や﹁ヤンキー・ドゥードゥル﹂や﹁ア

一七六九−一八三二

は同じ旋律を大いに利用して一オクターヴ上に上がる点だ

年作曲︑九五年出版︶において﹁ラ・マルセイエーズ

＾㏄︶

けであるLと言う︒この関連についてもっとも詳しい調査
はポール・F・ウェルズとアン・ドゥー・マクルーカスの

生曲である﹁わが母の忠告︵⁝く⁝o庄實︐ω＞庄く−8︶﹂︵一

ている︵ちなみに︑この作晶が﹁ヤンキー・ドゥードゥ

一31︶

八五七一の楽譜を対比して︑﹁細部では数多くの相違があ
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というもので︑内容的にはまったく関係がない︒ジャクソ

壼一

ル﹂の楽譜の初出とされる一︒参照した写真版では﹁ヤン

轟︶

キー．ドゥードゥル﹂の冒頭の部分しか示されていないが︑

﹁藁の中の七面鳥﹂と同じソング・タイプであると示唆して

ンは﹃南部高地の白人霊歌﹄においても同じ曲を示して︑

この賛美歌は当初﹃ノツクスヴィル・ハーモニー一き§．

いる︒

＾39︶

他が概して快活な曲であり比較的よく知られている曲であ
ることを勘案すると︑﹁ローズ・トゥリー﹂も同様の編曲
＾拓︶
であって︑当時かなり流行していたと考えられる︒このよ

うに﹁ローズ・トゥリー﹂は器楽曲としても導入され︑

﹁ローズ・トゥリー︵．．H訂宛O馬↓﹃鶉．︑︶﹂という題︵歌詞

ミ膏き§oミ︶﹄︵一八三八一に収録され︑この版は

は同じく︑．↓序篶げ〇一彗oo↓旦雷誓﹃①−．一一で︑ボスト

﹁アイルランドの洗濯女﹂などのダンス曲と一緒に含まれ

ていることも興味深い︒なお︑これよりも前の一七八九年

とリズムは同じであるが低音部が主旋律となっていること

︵ω︶
ン．カメラータの演奏を聞くことができる︒ジャクソン版

一≧異彗宗﹃家一畠阻〇一は愛唱歌集一︒．四8＝8饒昌o︷．雫

もあって︑聞いた感じからすると﹁ジップ・クーン﹂と演

にイングランド生まれのアレクサンダーニフイナグル

くo﹃ま．眈昌窃︑︑一を出版して︑その中に﹁ローズ・トゥ

奏スタイルの差がさらに大きく︑関連ある曲という印象は

一U彗①司巨①易︑

一に使われている︒ジャクソン版の﹁ロー

律と曲がシェイカーの聖歌︵︑Oo∋①竃o苧雪︑ωωo易彗庄

またおそらくは﹁ローズ・トゥリー﹂から﹁派生した﹂旋

受けないかもしれない﹇ノーツでも関連は述べていないU︒

リー一︑．＞カo器岸需︑︑一﹂﹇ここでは不定冠詞﹈が含まれて
＾舶︶
いるとのことである︒

﹁ローズ・トゥリー﹂は︑民衆的な賛美歌にも転用され
一w︶
ている︒ジャクソン﹃初期アメリカめ霊歌民謡﹄に主旋律
の楽譜があり︑リズムの点からは躍動感に欠けて同一の曲

とは言い難いが︑﹁藁の中の七面鳥﹂の前半部分とは旋律

ズ．トゥリー﹂には類似点があるものの︑﹁藁の中の七面
︵仙︶
鳥﹂とはあまり似ていない︒
＾鎚︶

の輸郭が似ている︒ただし︑歌詞は．．↓ぎs涼団一竃αo︷

﹁ローズ・トゥリー﹂の旋律から派生したと思われる歌

一︑．⁝一鼻竃晶鶉︑︶がゲイル・ハンティングトン編﹃サ

旦畠誓屋＼ミ訂8ω耳畠昌ωo二〇＜︷o昌く雪；＝一＼︑ヨω︸胃①

−訂きヨく9S窒﹃P＼＞ま︸9①＝昌皿q8篶9∋く8巨−⁝︑
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一〃一

はアイルランド版︶︒また︑リンスコットは﹁ジップ・

ていないが︑幾分か﹁藁の中の七面鳥﹂に似ている︵これ

ものがある︒﹁藁の中の七面鳥﹂と﹁ポリー・ウォリー・

は︑節がイギリスの民衆曲から﹁盗用された︵ω巨彗一﹂

ジョサイア・コームズは﹁流行のニグロ・ソングの曲に

もそも論議の対象にはならない︒

クーン﹂のメロディーは﹁我が祖母は彼方の草原に住んで

ドゥードゥル︵勺O＝く幸O二く∪O02①︶﹂はそれぞれ遊び歌

ム・ヘンリiの人民の歌﹄に載っており︑注では言及され

いた︵書くΩ冨コα∋O︸艘＝く＆OコくOコ09＝叶↓庁O﹃8コ︶﹂

の﹁ジョリー・ミラー﹂と﹁二ードルズ・アイズ

しかし︑オーピー夫妻の﹃遊び歌﹄では︑掲載された曲は

の中の七面鳥﹂よりも古い伝承曲であったのかもしれない︒

ちのコームズとしては体験上﹁ジョリーニミラー﹂は﹁藁

︵Z究2①︑ω向益︶﹂から盗用されたLと言う︒アパラチア育

＾妨︶

であり︑こちらの歌の旋律はアイルランド起源の﹁オール
＾珊︺
ド・口iズ・トゥリー﹂である︑と言う︒
七﹁ジョリー二三フー﹂

また︑プレイ・パーティー・ソングの﹁ジョリー・ミ

ヴァージョンがあり︑こちらのほうが﹁原曲﹂と考える人

﹁藁の中の七面鳥﹂と同じ一または︑類似の一旋律の

というのであれぱ︑記録からするとコームズの結論には無

のがないので︑新しい︵冒o宗昌︶ものと考えたくなる﹂

違うが︑﹁この遊びの記録や記憶は一八七〇年代以前のも
＾蝸︺

もいる︒ジェiムズ・ファルドは﹁ジョリー・ミラーは

理がある︒ただし︑関係は不明ながら︑ゴム﹃イングラン
＾〃一
ド・スコットランド・アイルランドの伝承ゲーム﹄に掲載

ラー︵︑︑↓す①−O＝＜⁝三實︑︑昌︑︑−O＝＜尿乎①く⁝胃︑︑︶﹂には

チャペル︵Oブ叫O扁戸ミミざ︑麦ざ県き軸O§ミ§§

の版一イングランド北部ドンカスターのエプスワス一向蕩−

︶

第二巻六六八頁に引用されているが︑まったく似ていな

ミoH員oo篶鶉冨﹃一で採録︶の旋律には﹁藁の中の七面

＾仙︶

い﹂と言う︒このコメント自体に誤りはないが︑ファルド

鳥﹂と部分的に似たところがある︒﹁藁の中の七面鳥﹂と

ないしはリング・ゲーム︶は︑アルトン・モリス﹃フロリ

ほぼ同じ旋律の楽譜と付属するゲーム一ダブル・サークル

が参照していたのはべートーヴェンの編曲もある同題異曲
︵通用名は︑↓ま≦＝雪o︷一亭①︶U竃．︑で︑チャペルの題
は．．↓訂ω巨鷺昌−二ω国o竺o與帯H冨序︑．︶であって︑そ
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ダの民謡﹄およびイーデス・フォウク﹃サリー・ゴー・ラ

歌なども系譜の検討すべき事項であったが︑調査の時間や

サー﹂としての日本への導入︑ヴァリエーションとか替え

収集資料などに制約があったために割愛した︒

＾蝸一
ウンド・ザ・サン﹄にある︒

この他にはスコットランドの﹁ヘイメイカーズ﹂︑アイ

︵1︶ 雪胃争国＝俸−雷目望畠昌μ旨簑皇ミSh§軸9oミ

ルランドのホiンパイプ曲なども候補になっており︑それ

H㊤違︶一p竃．

さ§萬oミ〜亀︑b昌ミ︹雨ρo①o〇一﹃OFU団O顯句9

ぞれの根拠もあるのだが︑それほど強力な説とも思えない︒
一媚︺
また︑アメリカの﹁デュビューク一一︶亭名罵︶﹂も関連が

丙溝一6ま一bぎ＄亀ミ︑oo急雨︑完彗o奏−oooo．竃へ

きプ

一3︶河o臣昌；幸．9曽貝旨巨Oooユ9俸＝oミ胃o幸−

＾O団5①﹃＼丙−くo﹃H自目−H㊤o0N︶一〇．H卜o．

⑦ミ§ざミ萬ミ︑o良g§汀oミoミき・工§耐︑§s§之︹

一2︶O巨㎝8昌艘ω昌四＝一§ぎ♀§9§§§§亮ミS

♀﹄§耐︑︹亀S

あるとしても派生曲であろう︒

八 おわりに

すべての候補に言及して検討したわけではないが︑
﹁ローズ・トゥリー﹂から﹁ジップ・クーン﹂を経て﹁藁

きミ軸ミ俸肉︑き雨トミ§oミ一〇〇ミや膏完§oミ︸§ぎ

＆．＾○良o邑⊂邑く胃9︷勺﹃鶉μ畠ミ︶一なお鳶卜亀

§〜 oき︶ く〇一．N ＾H竃oo−Hoωo︶6o昌昌昌け

の中の七面鳥﹂へと至るおおまかな系譜は辿ることができ

ぎ＞

ぎosミミミざ︑吻o富恥＾O￥︷o﹃o

㌧ミ9ミ㌧ミ§§

＞5箏−o冒凹ぎ§雨き茅ωo§ミきミ寺㌧§雨辻§

s良ミミき−O雨ミぎミエ§

＾5︶﹄昌≠雪冨昌一§；㌻撃§

θ〇一﹄巨＆四き岩8︺一2︺．o㎝一81

＾4︶

も．︑↓胃斥2ヲ艘而2畠ミ︑である︒

竃向OU昌冨︶に所収の︑．↓胃斥2︸冨墨a雪亮眈︒︑ρo墨一

○寺さミ之磧

たと考える︒また︑細部のいくつかの問題点においては修
正案を提示できたと思う︒﹁ローズ・トゥリー﹂よりもさ

らにさかのぼる﹁原曲﹂については︑ウェルズとマクルー

カスの詳しい調査があるし︑演奏録音については句o寿
竃易一こ邑婁に掲載の六八点︵うち二点は文献︶を参照さ
＾別︶

れたい︒ただし︑十九世紀から二〇世紀にかけてのヴォー
ドヴイル︵里＝︸oo巨竃など︶とか︑さまざまなフィドル

演奏には触れることができなかった︒﹁オクラホマニミク

2Z2

一﹈目︷くo﹃ω⁝けく

勺﹃①ωω1H㊤o心︺一〇一H↓H．

一6一カoσ賢O彗け毒戸更ミ夷§蜆饒ミ畠ミ§ミ§雨き沖−
ミ的県き O︑︑ωoミ︑寺雨§⑦oミミ︑ρ㊤ooどU凹O饅七〇一H㊤0N︶一
〇一覇o．

o︸

§

︑ 寒§︑ 吻

︹ぎ

︑軸︑吻ざ

p︑

向亮ミ吻昏・ト§軸ミ．o富ミ

芝＾Ho蜆①⁝−︺oく①﹃1H㊤司一︶．

§婁〜竃§ミぎき雨㌧喜員ぎミ§ミo§ミ§

ωoミ惨 ミs︐

一7一雪o訂＆9島98ヨP㌧§§．︹§き澤§〜塁§︑

ぎミ
昌ミ︑向済雨ミ昏雨ミ

一8一ぎ奉3貝ぎ§ §ミミミぎ県工§§．§葛ξ
それぞれ＜．＞二きミs膏ぎミ§ざ向ぎ儘§ω⑦営膏

U凹O凹o〇一H㊤司oo︶一〇−蜆㊤−

＾9︶

＾ωヨ岸臣冒一彗勾O寿≦要ωO︼︺ω向So竃︶およぴ＜．＞j

ト§§．o§まミ︑雨§§二宛o冒宗HOU畠量に収録︒

完

︑Ooミ o弐oミー﹁旨﹃団﹃くo︷Oo目匝胃﹃o岬m＾プ9P＼＼目一〇ヨO﹃く．

一10一ミミ守§s8ミ§雨Oミ〜ミ導・．．§吋きsミ

︑

一〇〇・胴Oく芝O＼邑O篶＆＼−ωミー讐富畠留・轟昌︶・録音は一九

六七年︑ヴァiジニア州︒
−oす目︸嘗斥oa言o2o︶一ミミ鳶ぎき軸記

bミ餉寺︵夷o仁自Oo﹃OUoω㊤ドH㊤o3﹇O∪﹈1

︵u︶

＾B︶

く．＞J鳶

㌧︑§o魯昏雨ミ＾内o⊆目ooHOUo0N0〇一−①o9．

⁝與ユo目一﹇すoo①−§雨ミ︑︑︑雨︑oo沖︵o団斥一Ho司o︶一七−Hω．

＾14︶

﹈≦−穴①く饅一而μ︑．Oo︹＝ωす団HO︷目＞昌而ユo胃OO二〇〇片ぎ胴

一二訂＞暑巴碧巨彗ω︑︑一§ぎミぎミ §夕＞匡〇一〇峯↓

︵巧︶

○鼻葦乏玄峯ミー昌畠冨庄Io曇鼻＼胃ま一霧＼ω訂・p巨邑．

ω冒9ω＜二〇目OチO二〇ω︸．∪與ききミ

Sbざ寒一Z①峯くo﹃ぎ

＾16︶ ↓．＞自卑o目巾﹃oミP︑．↓＝①Oユ阻目o︷之o胴﹃〇一≦ヲ・

崖凄︶．﹇筆者未見﹈

一17一霊易ξ苧彗一皇s向§§ミ§︑§嚢竃曳§喜

ξ§ミぎ急ミ曾＾C邑くo易岸くo︷O＝鵯ブo∋顯勺Ho窃一畠8一
H㊤べ司︶−〇一Hoo①

§oS吻県b泳oき︑．．嚢︑㌻︑ざo沖・

︑ミ包sSPくo−IN＾O×︷o﹃匝⊂目〜ω畠箒＜勺﹃①ωω一Hooooo−七−崖ω．

一18一穿馨＝ω彗盲ぎト§§．§ミミミミ麦ざ§︑豪

U巴oOoo斤H0昌一b

さo雨ミ S急§ホ亀S︑ §雨︑ きミ︑＾OO目巳︺ユ庄困o⊂邑く①﹃・

︵㎎︶

↓ブ而−o埣o﹃ω．−①く︸Oo昌①o巨o目 o︷ωゴo①一﹈≦自9〇

ω甘↓く勺﹃①ωω1−oo刊︶−o．o︷■

＾20︶

旋律は同じだが︑S構ぎざ完雨曇．︑ぎ§§．トミさ︑

一葦芝＼雪湯ぎo蔓易一〇．畠＆ぎー＆ミ一．

︵21︶

長調に移調している一ギター曲であるため一︒

県峯匝膏§§・

○ミざ︑曾さ蜆母まミ9ミ︸き＾Oo暮雪9﹃o凹昌Lo8︶ではト

ト構§き？竃8sN二〇竃一．録画は一九七〇年代初めと
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