﹁藁の中の七面鳥﹂の系譜

はじめに

一その一︶

櫻

井

雅

決定できるほどの内的・外的証拠がそろわないためであろ

う︒それならぱ︑﹁原曲不詳﹂とするのが正しい結論であ

これは一八三〇年代アメリカのミンストレル・ソング

クラホマニミクサー﹂として知られている曲の原曲であり︑

う判断は容易ではない︒系譜とは関連性であって類似性と

そもそも楽曲において﹁同じ﹂とか﹁関連がある﹂とい

ろうか︒

﹁ジツプ・クーン︵N号Ooo目︶﹂＾﹁オールド・ジツプ・クー

ことはしばしぱある︒たとえぱ︑﹁アイルランドの洗濯女﹂

は限らない︒関連があるとされる曲でさえも気が付かない

研究者はイギリス諸島に源流があると述べているが︑具体

と﹁スキツプ・トゥー・マイ・ルー＾ωξo8竃く−9﹄︶﹂
︵2︶
を挙げることができる︒﹁七里ガ浜の哀歌﹂が﹁ナンシー・

竃巨亭胃q︸嘉＝︶﹂および﹁3艘の船を見た︵−蟹ξ↓〜需
＾3︶
ω巨湯一﹂とは縁戚関係になろう︒あるいは︑もっと不確か

ドーソン︵Z與＝2U印峯ω昌︶﹂に遡ることができるとする

と︑﹁桑のまわりで踊ろうよ︵匡實①峯①Ωo宛o⁝匝︸①

である︒しかし︑そこからさらに遡ろうとすると︑多くの

ン﹂ともいう︶を作り変えたものである︑というのが通説

﹁藁の中の七面鳥﹂は︑日本ではフォークダンスの﹁オ

人

的な地域や曲となると諸説紛紛としており︑﹁いずれ﹇の
＾1一
候補の曲﹈も明白なる先行例一肩9＆雪ごとは思えない﹂
とも言われてきた︒それは︑候補に挙げられてきた曲は部
分的には﹁似ている﹂ということができても︑曲の系統を
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な例を挙げるならぱ︑﹁アメイジング・グレィス﹂と﹁鉄
道唱歌﹂も︑もしもそれぞれが﹁ロッホ・ローモンド﹂と

関連ないし影響関係があるとするならぱ︑遠い類縁がある

﹁ジツプ・クーン﹂

掛かりとなる︒
二

また︑音楽が文化であることを認めるならば︑部分的な類

歌として︑﹁ジム・クロー﹂とともた︑しぱしぱ引き合い

よく知られている︒特にステレオタイプの黒人像を描いた

﹁ジップ・クーン﹂は代表的なミンストレル・ソングの

＾4一

似を指摘するだけでは︑たいした意味を持たない︒ことに︑

に出される︒ジェームズ・ファルドによれぱ︑﹁ジップ・

ことになろう︒だが︑たとえそのようなことが﹁立証﹂さ

民俗的な文化であれぱ︑必ずどこかはリサイクルされてい

一つであるから︑現在でも︑少なくともその名称はかなり

るわけであって︑まったくの新作はありえないだろう︒も

に注目すべきと思われる二つの版はいずれも復刻されてい

クーン﹂は一八三四年頃に五点の楽譜が出版されていて︑
一6︶
それらの中でどれが先なのかは判然としない︑と言う︒特

れたとしても︑関連よりは違いが重視されるであろうし︑

ちろん︑類似性は旋律のみに当てはまるのではない︒旋法︑

るので︑まずはそれらを見ることにしよう︒

＾5一

リズム︑和声︑テンポから︑演奏スタイルやコンテクスト

フォスタi・デイモン編﹃古いアメリカ歌謡のシリー

に至るまで︑類似性を認めることができる︒以上のような

ニューヨークのアトウィルズニミュージック・サルーン社

ズ﹄一第二〇番︶にファクシミリ版で収録されているのは︑

られた資料の中では旋律以上のことは検討しにくいし︑そ

︵ξ乏＝︐ω⁝易一〇ω巴o昌︶から出版されたミュージック・

観点から楽曲の系譜を考えるとしたら︑旋律のみの類似を

こにオリジナリティーが顕現されるという視点も誤ってい

シートであり︑表紙に印刷された文言によれぱエンディ

比較することは極めて限定された論議となる︒しかし︑限

るとはいえない︒オリジナリティーそのものは民俗文化で

楽譜ぺージの文言によれぱトマス・バーチ︵↓プoω︑里﹃︸︶

コット＆スウェット︵向目28暮俸ωミ①巳によって︑また

ど一とは違って個々の要素一旋律・歌詞など一は伝承され

一ヱ
によって︑−一八三四年に登録された︒前者二名は表紙のリ

はそれほど重要な要素ではないが︑体系︵旋法︑和声な

やすいだけに︑文化の伝承という側面を知るには大きな手
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ソグラファーであり︑後者とアトウィルとの関係は﹁バー
一8︶

チの印刷用プレートはジョーゼフ・アトウィルが同時に使

の間Lと言うのは︑これを根拠としたものであろう︒ただ
一u一
し︑別の箇所では﹁一八三五年ころ﹂とも言っている︒こ

れに対して︑ジョン・フィンソンは﹁一八三三年ころ﹂あ
＾H︶
るいは﹁一八三二年ころ﹂と矛盾した記述をしているが︑

用した﹂という事情によるものである︒ファルドによると︑

議会図書館の版権登録の正確な日付は一八三四年四月二九

表紙には﹁ジツプ・クーン︑お好みのコミツク・ソング

いずれにしてもその理由は述べていない︒

表紙には︑精一杯にめかしこんだ黒人のダンディーが大

︵N号Ooo買＞向饅くoユ訂Oo目ざωoコ︸q︶﹂と書かれている︒

︵9︶
日とされている︒

﹁ジップ・クー

ン一N甘Oo昌一﹂というタイトルとともに﹁有名なコミッ

きく描かれており︑楽譜ぺージ上部には

と示されている︒このイラストレーションの構図と絵柄は

﹁ディクソンによって歌われた︵ω昌的身Ω・幸・冒曽コ︶﹂

大きなジップ・クーンのイラストレーションの下には︑

ク．シンガーに歌われているもので︑ピアノフォルテに作

アトウィル版とほとんど同一であるが︑顔つきが少し違っ

ク・ソング︑驚くほどの喝采を得てすべての名高いコミッ

曲・編曲﹂と書かれている︒歌詞は七番まであり︑調性は

ていることなど︑細部ではそこかしこに相違があり︑別の

ないので特定できないが︑ヒューイット社が楽譜に記載さ

ング集﹄に復刻されている︒シートに発行年が書かれてい

ド・ジャクソン編﹃一九世紀のアメリカのポピュラー・ソ

国①皇暮節Oo・︶から出版されたものであり︑リチャー

もう一点は︑ニュiヨークのヒューイット社︵−一−．

版一から判断する限りでは︑ヒューイット版のほうが輸郭

れば確定的なことはいえないが︑復刻版一および他の写真．

で︑どちらかが堂々と盗用したようである︒現物を見なけ

イラストは次々と複写された﹂という﹁慣行﹂があったの

ある︒この当時﹁たいていの場合︑同じ歌謡であれば表紙

版下による挿絵である︒明らかに一方が写し取ったもので

＾M︶

ト長調でピアノ伴奏が付いている︒

れた住所一ブロードウェイニニ七番地一で営業したのが一

や濃淡がはっきりしたもので﹁書き直し﹂という印象を受

一H︺

︵帖︶

八三〇︷三五年であることから︑その期間に出されたもの

ける︒リソグラファーについては﹁エンディコットのリソ︑

＾10一

と推定される︒ジャクソンが﹁一八三〇年から一八三五年
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て︑﹁一八三四年に初めてアトウィル社から出版され︑す

するならぱ︑アトウィル版のほうが古いことになる︒よっ

二人の活動時期と営業地の移転順序が記録どおりであると

きりと﹁一八三四年﹂と書かれていて年代が一致しないが︑

ト﹂名での活動は﹁エンディコット﹂名よりも前のことで
＾H︶
一八三二から三三年とされている︒アトウィル版にははっ

アトウィル版に書かれている﹁エンディコット＆スウェッ

ころ﹂という前記フィンソンの主張は難しくなってくる︒

ると︑楽譜の出版が﹁一八三二年ころ﹂とか﹁一八三三年

地で営業をしたのが一八三四から三九年ということにな

ジョージ・エンディコット︵Ω⑭o﹃oq①向目98巳がこの番

ブロードウェイ三五九番地Lと小さく書かれており︑

に︑同じく﹁ジップ・クーン﹂といってもいろいろな版が

スタイルはさらに相違が大きいだろう一︒以下に見るよう

るが︑末尾四小節には大きな違いがある︵もちろん︑演奏

ホマニミクサー﹂とだいたい同じ旋律とみなすことができ

ある一︒全般的には﹁藁の中の七面鳥﹂あるいは﹁オクラ

分音符に︑あるいは八分音符が付点八分音符という誤りが

ト版には終わりから三小節目の音符に誤りもある︒ハ音は

ヒュiイト版には異なった旋律が付けてある一ヒューイッ

アトウィル版が歌の末尾旋律を繰り返しているのに対して︑

ということになろう︶︒いずれにも二小節の後奏があり︑

声を付ける程度に伴奏が簡素化されている一より一般向け

や付点音符を使っているのに対して︑ヒューイット版は和

歌詞︵黒人英語を模した綴りのノンセンス・ソング︶は

はないとしても﹁メロディがハッキリ違う﹂とまでは言い

ラエティiに富んでいて違いが大きい版がある︶︑同一で

一19︶

同じく七番まであるが︑四︷六番は違っている︒アトウィ

難い︒しかし︑民俗音楽のようにヴァリエーションの大き

一帖︶

ぐ後に続いてヒューイット社などからいくつかの版が出

あるし︵また︑﹁藁の中の七面烏﹂のほうははるかにヴァ

正しくは二音︒両者とも︑歌の五小節目のニハ分音符が八

た﹂とするのがもっとも無理のない推定であろう︒

ル版は︑ジャクソン将軍が登場したり︑ジップ・クーンが

いジャンルの音楽では︑この程度の相違は﹁同じ曲﹂の範

この他にも︑シートニミュージックとして幾種かが出版

＾20一

大統領に︑デイヴィー・クロケットが副大統領になること

囲内である︒

＾㎎︶

を想定した荒唐無稽なものである︒この二版の主旋律はほ

ぼ同一である︒伴奏はアトウィル版がより多くの分散和音
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されている︒未見であるが︑ボルティモアのG・ウィリッ
が語っている︒

を歌って喝采を受けたことを︑弟のモリスン一⁝oまω畠一

は後から作られた版であろうとの含みが読み取れる︒また︑

像でなかったり︑歌詞がさらに長いことなどから︑これら

ルドははっきりと述ぺていないが︑ジップ・クーンは全身

葭団＝︶も出している︒ディクター＆シャピロおよびファ

なものをニューヨークのファース＆ホール社一ヨ﹃亭印

一ここでも﹁エンディコットのリソ﹂一と九番までの歌詞が
＾21︶
あり︑出版年代は﹁一八三四年ころ﹂とされている︒同様

氏が歌ったもの﹂とされて︑黒人のカップルを描いた表紙

れは﹁流行のニグロ・ソング︑大喝采を博してディクソン

ニューヨークのリッチモンド・ヒル劇場で﹁ジップ・クー

おそらく歌っていたであろうし︑一八三四年四月四日に

八三三年にはワシントンとボルティモアの劇場でこの歌を

三年にジョー・カウエルと巡業をしたボブ・ファレルは一

ソンは一八三四年に初めてこの歌を歌い始めたが︑一八三

が作者ではないことはほぽ定説と言ってよかろう︒ディク

広めた貢献者であり有力な候補とされることもあるが︑彼

として名乗りをあげた︒しかし︑中でもディクソンは歌い

ブ﹇ロバート﹈・ファレル︑ジョージ・ニコルズが﹁作者﹂

あった︒ジョージ・ワシントン・ディクソンの他にも︑ボ

﹁ジップ・クーン﹂の原作者については当初から論議が

一四一

グ・ジュニア︵o．ミ彗胴こ﹃．︶が出版したものがある︒こ

一八三七年には﹁変奏曲﹂と﹁カドリーユ﹂が︑一八六〇
︵鴉︺
年には﹁ショティッシュ﹂が出版されている︒演奏形態か

ンというニグロ・ソング﹂をパーマー氏＾螂⁝﹃．霊巨胃︶と

＾25︺

らするとこれらは﹁オリジナル﹂よりも現在の﹁藁の中の

いう人が歌った︒ディクソンが歌ったという記録はその後

﹁ジツプ・クーン﹂の楽譜は名声のわりにそれほど多く

一蝸︶

七面鳥﹂や﹁オクラホマニミクサー﹂にやや近づいている

＾η︶
になってからのことである︒

﹁ジップ・クーン﹂が大いに流行したことはスティーヴ

の歌集等には収録されていないし︑一九二七年に﹁原歌詞

＾η︺

ところがあろう︒

ン．フォスターの伝記でも伝えられている︒一八三五年に

はめったに聞かれない﹂と言われている︒すでにミンスト

レル．ソングを歌う機会はなく歴史的な記録以外に必要性

一㎎︺

当時九歳のスティーヴンが自分たちで結成した少年劇団
︵亭窃旦彗8昌混ξ︶でこれを含むミンストレル・ソング
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が︑いずれも付点音の誤りを修正してあり︑また︑後者は

ス部分を省略して主旋律を示したものである︒箇所は違う

は﹁一八三四年版﹂︵アトウィル版であろう︶からコーラ

ネイサン﹃ダン・エメットと初期ニグロ：ミンストレル﹄

り︑若干の相違があるので紹介しておく︒コックレル﹃無
菊一
秩序の悪魔たち﹄はアトウィル版の主旋律のみを︑ハンス・

ない︒しかし︑それでも復刻以外にいくつかの再録版があ

あれぱわざわざ提示する必要もない︑ということかもしれ

ニューイングランドの民謡集﹄は二〇世紀のコントラダン

もコーラス部分を省略している︒リンスコット﹃古き

るが︑三小節目と十六小節目の音符が違う︒また︑ここで

音のト音が歌いにくいためであろうか︶︑歌詞は同じであ

はへ長調に移してあり一ト長調では一般の人にとって最高

るが︑主旋律のみを示してコーラス部分を省略して︑調性

ムンド・スペイス﹃リーデム・アンド・ウィープ﹄に掲載

ヒューイット版から︑歌詞はアトウィル版からであろうと
＾珊︶
思われる︒五小節目と八小節目の音符に誤りがある︒シグ

がない歌であろうし︑旋律も﹁藁の中の七面鳥﹂と同じで

歌詞中の8oξの綴りを8昌ξと変更している︒﹃アメ

ス曲としての﹁オールド・ジップ・クーン﹂である︵﹁藁

一㏄一

の﹁ジップ・クーン﹂は︑ヒューイット版からと述べてい

リカン・ヘリテッジ歌集﹄所収の﹁オールド・ジップ・

＾胴︶
の中の七面鳥﹂とは別に収録一︒

＾30︶

クーン6こN訂Oo昌︶﹂は︑前奏・後奏がなく新たな編

コーラス部分以外では付点音を使わない平板なリズムで示

ショー﹄はダニエル・キングマンが﹁推奨に値する忠実な

﹁藁の中の七面鳥﹂に類似している︒﹃初期ミンストレル・

レコードに録音された﹁ジツプ・クーン﹂は︑さらに

されているところが多く︑この点ではかなり違う︒歌詞は︑

再現﹂と評するレコード演奏であるが︑ここに収録の﹁オー

曲のピアノ譜が付けてあり︑旋律はほぼ同じであるが︑

ヒューイット版からのようであるが︑四∫二︷三㌔五番の

﹁藁の中の七面鳥﹂である︒また︑﹃街中の音楽﹄に収録さ

ルド・ジップ・クーン﹂は︑末尾四小節も含め︑旋律は

れたキャビネット・ペイパーロール・オルガンの﹁オール
＾脆︺
ド・ジップ・クーン﹂も同様である︒これに対して︑﹁藁

＾35︺

順序で一番がない︒レスター・レヴィ﹃アメリカ史の装飾

一訓一

音﹄に掲載の楽譜一︑︑N言Oo昌．︑︶は主旋律のみでコーラ

ス部分を省略した一そのことは述べていない︶ものであり︑

出典は書いていないが︑その前のぺージにあるイラストは
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＾η︶
﹁ジップ・クーン﹂の特徴を維持しているものもある︒

の中の七面鳥Lと題していても末尾の旋律からすると

﹁ジップ・クーン﹂の﹁作者﹂一あるいは版権登録者︶を知

であるという認識はあったと思われる︒ブライアントは

八六一年にダン・ブライアント一ダン・エメットも参加し

七面鳥﹂という名称は別の歌に付けられていたもので︑一

に合わせて印刷に付されたLと言う︒しかし︑﹁藁の中の

られているアイルランド風な響きがする耳に残りやすい曲

﹁ジップ・クーン﹂は︑﹁藁の中の七面鳥﹂として一般に知

ディiを保存している︵そして︑多分それに着想を与えた
＾型
のであろう︶Lと言うが︑かなり特徴的である末尾四小節

こちらは田舎のリールであって︑ジツプ・クーンのメロ

部分は﹁藁の中の七面鳥﹂と同様に南部の田舎風に思える︒

Q胃目＆ωぎ一g︶﹂と描写している点を除けば︑歌詞の大

ン・エマスンは﹁ジップを風刺して﹁学識ある学者先生

らなかったのか︑知っていても無視したと思われる︒数人

ていたブライアンツニミンストレルの座長一によって初め

を見る︵あるいは︑聞く︶限りでは︑﹁ジップ・クーン﹂

﹁ジップ・クーン﹂よりも﹁藁の中の七面鳥﹂のほうが

て登録された三ユーヨークのH・B・ドッドワース社が

が﹁藁の中の七面鳥﹂から着想を得たとも考えにくい︒も

が版権を主張した曲であるから﹁無視﹂してもかまわない︑

出版︶︒これは歌詞旋律ともに﹁新作﹂で︑末尾に﹁ジッ

しそのように主張できるとするならぱ︑﹁ジップ・クーン﹂

古いという見解もある︒ファン・デル・マーヴェは﹁﹇一

プ．クーン﹂の旋律が﹁古い旋律6巨昌9o身︶﹂として

登録以前に﹁藁の中の七面鳥﹂の原型一肩90ξ潟︶が存

と考えてさりげなく曲を付け加えたのかもしれない︒ケ

付されているという︒つまり︑この記録が最初であるとす

在していたはずだが︑それは﹁藁の中の七面鳥﹂と呼べる

七三七年のこの引用文よりも一〇〇年ほど後に﹈有名な

るならぱ︑﹁藁の中の七面鳥﹂なる名前は別の歌から移行

﹁ジツプ・クーン﹂がはたしてアフリカン・アメリカン

＾鎚一

したものであった︒﹁ジップ・クーン﹂が大いに流行した

えない︒

曲として確立していたか︑はなはだ疑わしいと言わざるを

の中の七面鳥﹂のほうの作者が現れなかったことからする

のオリジナル曲であるのか︑という疑問はかなり前から出

＾靱一

この問︵二七年間一に︑﹁ジップ・クーン﹂ではなく︑﹁藁

と︑少なくとも当時の関係者は﹁ジップ・クーン﹂が原曲
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これらのプランテーション・ソングが登場して︑しぱらく

﹃アメリカ合衆国奴隷歌謡集﹄の序文では︑﹁30年以上前に

して受け取られてきた︒ただし︑私にはそれらが本当に黒

ニーは飽きることなし﹂などの歌は常に黒人たちの創作と・

ク・ローズ﹂とか﹁ジップ・クーン﹂とか﹁旧きヴァージ

の先祖は南部の黒人に帰せられている︒﹁コール・ブラッ

にクレイビールは﹁クリスティーズニミンストレルズや他

は異例なほど流行した︒もし﹁コール・ブラツク・ロー

されていたようである︒一八六七年に出版された初めての

ズ﹂や﹁ジツプ・クiン﹂や﹁旧きヴァージニーは飽きる

人たちの創作なのかわからない︒控えめに言っても︑この

のミンストレル劇団が国中に持って回った歌のさらに直接

ことなし﹂が︑我々の社会のどこかしらセンティメンタル

黒人霊歌集であるウィリアム・フランシス・アレン等の

な好みに合わせて作られたまがい物の模造品に引き継がれ

﹁ジップ・クーン﹂は﹁最も古いアメリカのニグロの歌の

問題に対してまったく証拠がないという理由だけで︑私は
＾坐
懐疑的なのであるLと説明する︒一九二七年になっても

てきたとするならぱ︑これらが﹁ニグロ・メロディー﹂と

呼ぱれた事実それ自体が黒人の音楽的天分への賛辞で

一つ﹂という説明に出会う︒フォスターニアイモンは﹁最

扁︺

も古いアメリカのニグロ歌の一つ﹂であって﹁おそらくは

＾刎一

ジン﹄誌に掲載された無署名の書評で︑評者は﹁﹁ジム・

すでに忘れ去られたニグロの原曲を改作して発展させたも

あるLと言う︒この歌集に対する﹃リッピンコッツ・マガ

クロー﹂とか﹁ジップ・クーン﹂などこの種の曲が︑いか

度は進んできたので︑黒人起源説はほとんど見向きもされ
︷〃︶

のであろう﹂と推測する︒今では黒人音楽の研究がある程

一蝸一

に貧困なものであっても︑プランテーションのアフリカ人
一42︶
が作曲したという主張を信じることはできないLと言う︒

の音楽とみなされて︑しぱしば﹁ニグロ・ソング﹂と呼ば

パーティー・ソングなど︶として民間に伝承されたのでそ

﹁藁の中の七面鳥﹂のほうはダンス曲︵ないしはプレイ

ないだろう︒

れていたし︑ミンストレルとスピリチュアルの相違さえも

れぞれにヴァリエーションがあるが︑﹁ジップ・クーン﹂

一般にはミンストレル・ソングはアフリカン・アメリカン

理解されていなかったので︑このような論議がなされたの

のほうはミンストレルの歌︵曲︶であるから︑それほど大

一珊︶

である︒この疑問は二〇世紀になっても続く︒一九一四年
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れ去られていく運命をたどる︒キングマンは﹁﹁ジツプ・
蕊一

クーン﹂は﹁藁の中の七面鳥﹂として南北戦争以降永続し
てきたLというが︑実際は二〇世紀初頭くらいまで﹁ジッ
プ・クーン﹂という名称が使われている︒いずれにしても︑

同じ曲が姿を変えて再登場したわけで︑他の多くのミンス
トレル・ソングが歴史的便命を終えたことを考えると︑一

ぎ胴皇︸H訂卑畠宗己o︸国己一肉s廻︸§きぎ§ ω§憤一

︑§§Ωミ雨S之雨雨oSざき§雨吻ミ雨ミき§ぶωOくαげoOU

見すると﹁ミンストレル・ソング﹂ではなくなり︑主に器
楽曲として今日まで命をながらえる基礎を作った︑と言え

−ωU﹁き9﹄昌︸卑葛暮困コ庄ω訂ま畠王竃匪9完o竃

宗﹃

−ミまミ亀︑ミ婁ぎ○ζO＆C邑竃﹃・

婁ミき軸まミミ⑦定＄§雨㌧ミ§ミ§冴
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−主としてその起源について1L一2卜曽Q姜一
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ミー一ミ§導き−O§

竃蟹ミ90鳶

＾oσ三〇轟冨冨己き︶である︑と言う亮g胃く彗

イス﹂は﹁ロッホ・ローモンド﹂の明らかなる関連曲

︵4一 ファン・デル・マーヴェは︑﹁アメイジング・グレ

旨o和㌧舳き§︑吻＞ざ§一〇ωω団㌣OU㎝ooご︒
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という邦題一に付けられた以下のようなまったくの誤り

元来アイルランドのダンス曲のもの︒バグパイプやバン

で奇妙な解説も存在する︒﹁この御者歌のメロディiは︑

なった︒当時から黒人歌手は大衆音楽の担い手だった﹂

ジョーで演奏され︑十九世紀には代表的な黒人の歌と

一オスカi・クレーア編■島岡丘解説﹃シングアウト
︵英謡で歌うフォークソング集︶﹄オックスフォード大学

ら轟昌彗もーM套−

出版局︑一九七九︑二六頁︶︒
︵蝸︶

一一橋大学大学院経済学研究科教授︶
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