バラツドの中のジョン・ ヘンリー

井

雅

人

時代がそれほど昔のことではないにもかかわらず様々な

桜
﹁一八七〇年代の初頭といえぱ︑アメリカでは大陸横

変異や変容を生み出しているが︑右のような話が一般に

によってビツグ・ベンド・トンネルの建設工事が進められ

ニア州の山中でもチェサビーク・アンド・オハイオ鉄道

という黒人労働者が︑トンネル︵ないしは鉄道︶工事の

は知られている︒この伝説の中心は︑ジ目ン・ヘンリー

＾1︺

断鉄道が開通したぱかりの頃で︑ここウェスト・バージ

ていた︒この工事には多数の黒人労働者が従事しており︑

に死ぬ︑というもので︑黒人が生み出した民間英雄であ

際に機械と競技を行なウて勝利をおさめるが︑そのため

は事実に基づくものか︑まったくの作り話なのか︑ある

々の好奇心と想像カを刺激してきた︒伝えられている話

と聞き手にゆだねられている︒だが︑いずれにせよ︑人

垂言を用意するが︑信じるかどうかは︑もっぱら話し手

両方にかかわりを持っている︒いくつかの証拠ないしは

伝説は史実と想像カの間に位置する世界であり︑その

ると考えられてきた︒

その中にジ目ン．ヘンリーと呼ぱれる怪カの犬男がいた︒

あるとき︑新しく作られたぱかりの蒸気ドリル︵さく岩
機︶が工事に導入されようとしていた︒ジ目ン・ヘンリ
ーは︑このドリルと自分のハンマーとの競技を行なうは

めになった︒彼はより多くの穴を岩にあけることに成功
し︑そのコンテストに勝ったのであるが︑あまりにも肉
体を酷使したので︑命を落とすこととなった︒﹂

ジ目ン．ヘンリー伝説は︑それが起こったと言われる
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いは一部のみが事実なのか︒直観的にいずれかの立場を

とることによって伝承者の関心と物語とはさらに増幅さ
れ︑変容していくわけである︒しかし︑伝説に限らず︑

昔話や民謡なども︑その起源をたどっていこうとする研
究がこれまでの主流を占めてきたのであるが︑民俗とい

とのかかわりあいが示されていると考えるのならぱ︑こ

うものが生きている限り変化し続け︑そこに民俗と人間

のような伝説においても︑変化・変容という問題を無視
して史実論争を行うことにはどれほどの価値があるのか

芸における現実描写という問題を考えなくては︑この伝

説の史料的価値を論じることが出来ないのである︒ホブ
︵4︺

ズボーム圭言うように︑詩やバラヅドは史料としては

﹁むしろ油断のならない﹂ものである︒しかし︑文芸と

してみれば︑非常にすなおでとらえやすいものであるは

ジョン・ヘンリー伝説の場合︑その﹁出来事﹂より五〇

ずだ︒

年もたたないうちに本格的研究が行われたので︑明らか

にされたことが多いのであるが︑それでも十分に解明さ

れているわけではない︒それは短期間といえども伝承は

多様性を示し︑しかも文献資料がほとんどないに等しい

疑間になることがある︒イギリスのロビン・フツド伝説
の場合は︑いにしえのことだけに証拠に乏しく︑それだ

からである︒社会学者のガイ・B・ジ目ンソンは︑当初

副ジ目ン・ヘンリーは︑多分そのあとで︑おそらくは

ω蒸気ドリルの実用性をためすために競技が行われた

という鋼鉄ドリル打ち工夫がいた

ビック・ベンド・トンネルには︑ジ目ン・ヘンリー

人々の延言などを集め︑

いった︒その結果は︑当時の関係者や近所に住んでいた

いたが︑研究調査を進めるうちに︑実在説にかたむいて

﹁神話的主人公である可能性がきわめて強い﹂と考えて

＾5︶

け研究者の推理にたよるところが大きかったのであるが︑

そのような推理による想像カは民俗研究というよりは民
＾2︺

俗そのものに近いことが多かった︒一九六〇年︒ころから

ロビン・フヅド研究がまた盛んになってきたのは︑伝説

を史料とする場合には︑実在論争というよりはそこに何
が表現されているのか︑誰が伝承してきたのか︑という
＾3︶

基本的間題の資料として扱っていこうという方法がとら
れるようになってきたことによろう︒ロビン．フヅド伝

説の資料がまずバラヅドという文芸作品であるから︑文
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たちぱかりか︑ジ目ン・ヘンリーの相棒圭言われた人で

リルは用いられなかったと証言している︒近所に住む人

くはジ目ン・ヘンリーを知らないし︑技師たちは蒸気ド

信じたいと述べているのである︒工事の当事者たちの多

とまとめられているが︑結論というよりは︑このように

生き生きとして魅カある悲劇的な伝説が存在し︑それを

に注目している︒つまり︑﹁ジョン・ヘンリーに関して

ジ目ン・ヘンリーの精神は現在も生き続けている﹂こと

わしく︑墓標を立てた埋葬地さえもないありさまだが︑

ンリーは現実﹂であり︑﹁家系もわからず︑実在性も疑

い﹂と述べ︑むしろ﹁無数の賛美者にとってジョン・へ

＾9︺

は﹁事実に基づいているかどうかは大して重要ではな

さえ︑そのコンテストのことを聞いたことがない︒頼み

黒人たちが五〇年以上にわたって生きた伝承としてはぐ

熱病のため死んだ

の綱は唯一の目撃者であるが︑それでも一八七〇年に行

くんできたのであり︑そうすることによって彼らはアメ

＾10︺

われたコンテストは伝えられるような大がかりなものと

リカの文化的生活を豊かにしてきたのである﹂というの

＾12︶

伝説の研究において重要なことは︑人々がその伝説に

＾6︺

はほど遠くて単なる蒸気ドリルの試運転にすぎず︑ほと

がジ目ンソンの結語であった︒

＾11︶

んど注目もされずに見物人も多くなかったらしい︒しか

も︑そのドリルはあまり性能がよくなくて︑途中で幾度

対していかなる態度をとりいかなる価値を認めているか

きのおもしろさがある︒ジ菖ンソンの研究は約三分の一

は相違にむけられてきた︒何と言っても︑そこには謎解

伝説というと多くの人々の関心は史実との関連ないし

価値や重要性はなく︑ほとんどが伝説とのかかわりの上

に基づこうとも︑その史実そのものにはあまり歴史的な

もジ目ン・︿ンリー伝説において︑それがいかなる史実

価値観を知る上での資料とされるものである︒少なくと

ということであって︑史実との相違はむしろその態度や

もひきあげてはつまった小石をとり除かなくてはならな
9︺

がこの問題にあてられているだけであるが︑この部分が

で注目されるにすぎないのである︒伝説は伝承者ととも

かっ た と い う ︒

特に注目されてきた︒しかし︑著者の目的はそこにあっ

に育ち︑そして移動する︒伝説にみられる変異や様々な

＾8︺

たのではなさそうである︒一芯のまとめをしたあと︑彼
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語り継がれてきた話は断片的であり︑歌の内容を補強し

ョン性が重視されるので︑このような伝説を語るジャン

相違は︑史料的見地からするといかにも心もと無いもの

た新しく伝説が発展する素地を提供し︑人々の心意や世

ルとしてはふさわしくないのであろう︒アーネスト・

に思えるのだが︑我々の立場からすると変異や相違に個

界観が強化されることになるからである︒また︑かなり

W・ボーマンの﹃イングランド民話と北アメリカ民話の

たり解釈に役立ったりするもので︑中心を成しているわ
養︶
けではない︒少なくとも︑民話ないしは物語化された伝

ささいなことと思えるものに︑ジ冒ン・ヘンリーが使用

タイプとモチーフ索引﹄には︑たしかにX九九一として

値を認めることになる︒それぞれの相違に人々の心意な

したハンマーの重さがある︒九ポンド︑十ポンド︑十ニ

﹁蒸気ドリルと競技を行ない︑それに勝つが︑死ぬ﹂と

説はほとんど存在していない︒民話の場合は︑フィダシ

ポンド︑十六ポンド︑二十ポンド︑三十ポンド︑四十ポ

り世界観の相違が表現されることもあるし︑そこからま

ンド︑というように様々な版が伝えられている︒このい

ずれかが正しいのかもしれないし︑あるいはいずれも正

いうモチーフがあげられているが︑一例しか報告されて
念︶
いない︒リチャード・M・ドーソンも民話としては一−
竈︶
二例しか採集されていない︑という︒ハワード・W・オ

しくないかもしれない︒しかし︑ここで注目すべきこと

道会社の名なども同様であり︑時や所や人物をはっきり

像するための手掛りを与えていることである︒愛人や鉄

ことであって︑重さの梱違はジョン・ヘンリーの姿を想

ない︒多くの通俗的な民話伝説集にはジ目ン・ヘンリー

である︒散文では文芸にならず︑文芸としては散文では

つまり︑散文の文芸としてはほとんど発達していないの

ーダムが聞いた話は︑このコンテストに関するものでは
＾衙︺
なく︑ジ目ン・ヘンリーの超人性を述ぺたものである︒

は︑まず第一にその重さを具体的にはっきり述べている

と具体的に述ぺたり︑場合によっては証拠品を示すこと

の物語が収められているが︑これらはバラッドなどを素

ては︑歌物語︵O彗註−ま巨O︶のように︑ところどころに

＾〃︶

材として新たに書きなおされたものである︒ものによっ

によって︑伝説は伝説らしい装いをととのえてくるので
ある︒

ジ目ン・ヘンリー伝説の出所は基本的には民謡である︒
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歌詞を入れながら語を進めるものがあるが︑これは編者
の技法であってこの伝承の本来の婆ではない︒散文で伝
＾些
えられているものは個々の﹁垂言﹂であって︑そのまま

では一貫した物語とはなっておらず︑断片的なうわさ話
の域を出ない︒これらをつづり合わせて散文の物語にし

たのは編者であり︑その中心にバラヅドによる物語が位
置している︒

民謡であることを強調するのは︑単に表現や形態が異
一方は口承の歴

なるぱかりでなく︑それらに対する態度や内容さえも異
なっている場合が見られるからである︒

史であり︑もう一方は口承の文芸である︒後者は一定の

形態や表現形式を持ち︑そこに内容を選択して文芸的効
果が出るように圧縮しているのである︒たとえぱ︑ある
伝承者は︑ビヅグ・ペンド・トンネルのことを伝えなが
ら︑いざ歌となると﹁大きな高い塔﹂と歌っているので
＾ ︺

ある︒歌はこの伝説の中心を占めているが︑歌の経路と

言い伝えの経路とはちがっているのである︒このことか

ら︑歌の成立と言い伝えとはひとまず区別しておいた
ほうがよいかもしれない︒そうすれぱ︑ジョン・ヘン
リーのパラツドはジ目ン・ヘンリー自身よりも古くから

︑つo

卵ウたという説も︑十分に考慮するこ美できるで雲

﹁ジ目ン．ヘンリー﹂がアメリカ黒人のパヲヅドであ

ることは︑わざわざ断り書きを必要としないほどの常識

オークロア選集でも︑だいたいは﹁黒人の︑黒人によ

＾21︶

とされてきたようだ︒数多く出版されている民謡集やフ

る︑黒人のための﹂バラヅドとして扱われてきた︒専門

の学者たちも多くはこの考えに立っている︒たとえば︑

アメリカン．バラヅド研究の第一人者であるマルコム・

ローズも︑﹃アメリカ固有のバラッド﹄において︑﹁ジョ

＾て
2い
2る
︺︒
ン．ヘンリー﹂を黒人バラヅドの第一番に分類し

冨ン．ヘンリー−ある黒人伝説をたずねてー﹄にま

ジ目ンソンは︑黒人の間からこの歌を集め︑それを﹃ジ

とめたのであり︑この本はオーダムとの共著﹃黒人の日
＾鴉︶
日の歌﹄第八章を発展させたものである︒ハロルド・ク

アヲンダー︑アイリーン・サザン︑ローレンス・W・レ
＾24︺

ビーンなどもこの点についてはあまり疑問を抱いてはい
ないようだ︒

しかし︑このバラヅドは白人も歌ってきたのである︒

我々が容易に耳にすることのできるレコードは︑むしろ
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＾28︺

楽においては︑人気のあるレパートリiとなっており︑

謡研究は二十世紀になって始められ︑﹁ジ目ン．ヘンリ

ーズも一八七一年に結成されている︒だが︑本楕的な民

発表されているし︑黒人霊歌を歌うジ㌧ビリー．シンカ

から注目をあぴており︑十九世紀中ぱにはウィリアム．
売︶
F・アレンらによる民謡集が出版され︑雑誌には論文が

に振りかえっておこう︒アメリカ黒人の歌は比較的古く

ピル・モンローやジョニー・キャッシュを始めとして数

ー﹂が世人に知られるようになったのもその頃のことで︑

白人歌手のほうが多い︑といっても誤りではないだろう︒

多くのレコードが出ているし︑カントリー以外でもジ目

十九世紀の記録は残っていない︒この端緒を開いたのが

たとえぱ︑﹁白人のブルース﹂と言われるカントリー音

ン・ジェーコブ・ナイルズやカール・サンドバーグなど
泰︺
が歌っている︒これらの事実を﹁耳﹂にして︑なおかつ︑

ルイーズ・ランド・ハリスであり︑ノース・カロライナ

＾31︶

やはり黒人のバヲッドであると主張することには︑何か

州西部の山岳地帯のものである

レバートリーにとりこむということは︑そこに自分たち

と演奏することの間には大きな違いがあり︑自分たちの

という説明ではとうてい満足できない︒知っていること

グ・バンド︑白人の民謡歌手︑白人のダンス・アンサン
茅︺
ブルはスタンダード・レパートリーの一都としている﹂

られているものだから︑多くの白人の山岳地帯のジャヅ

ームズは︑一九〇九年︑ころケンタヅキー州ノット郡ス︑︑︑

州東部の白人労働者が一九〇五年に歌ったもので︑あま
＾珊︺
り物語性は強くない労働歌である︒ジ菖サイア．H．コ

﹃学会誌﹄に報告した︒その中で最も古い版はテネシー

E・C・ペローは五篇の﹁ジ冒ン・ヘンリー﹂を同じ

俗学会誌﹄に発表した︒一九一二年から一五年かけて︑

というたった二行の断片を︑一九〇九年に﹃アメリカ民

︸①庄＆乏ま一﹈オ豆昌昌昌巨巨蜆ぎま．

﹄o巨討串雪q妻富嘗罫a−峯昌−︷ぎ．昌彗一

＾30︺

特別の意味があるのだろうか︒もし︑この歌の中に黒人
＾脆︶

たちによる﹁種族全体が托した願望を︑われわれは見
る﹂ことができるのなら︑なぜ白人たちにもその﹁願望﹂

の世界を作ることになるからである︒

スバラに住むジェシー・グーリーンから﹁ジヨン．ヘンり

を共有できるのだろうか︒この歌は﹁あまりにも広く知

ここで歌としての﹁ジ目ン・ヘンリー﹂の経歴を簡単
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ジ目ン．ヘンリーが母親のひざにのって将来を予言する

1Lを一九〇〇年︐ころ見たことがあり︑プランケンシヅ
＾蝸︶
プが白人であることはかなり確かである︑と伝えている︒

事である︒売り物であるだけに︑比較的まとまったバラ

＾33︶

コヅクスの﹃南部の民謡﹄にのったものであり︑現在よ

というスタンザはなく︑場面もトンネルではなく鉄道工

1﹂を採録した︒これは︑はじめジョン・ハリントン・

した版である︒歌詞の中には：Hま曽oq︸雪oH昌；一

く知られている話の原型ともいえるかなり筋のはっきり

〇一一亭oo彗α○肉oぎ︑という文句があり︑最も古い
気︶
﹁完金な﹂パラッドと言われる︒コームズは白人の歌と

はほとんどない︒

ヅドとなっているが︑もちろんこれが原作である可能性

考えていたようで︑﹁この歌は黒人から借用されたもの

はない︒先ほどのペロー版は﹁ジ冒ン・ヘンリーのよう

ジョン・ヘンリーを歌った民謡はすべてがバラヅドで

＾お︺
は黒人の影響があることを明らかに示している﹂と言う︒

まる労働歌であうた︒﹁ジョン・ヘンリー・ハンマー・

である︒︵中賂︶︑討きo︑︑という文句は黒人起源あるい

他にもジ目ン・A・口ーマクスの報告もあるが︑その後
＾㏄︺
にガイ・B・ジ目ンソンとルーイ・W・チャペルの研究

ソング﹂とも呼ぱれるこれらの歌には﹁トンネルの中で

ハンマーが鳴り響き︑ジ冒ン・ヘンリーはハンマーを手

にたがねを打てれば︑家に帰れるのに﹂という文句で始

が出版されるのである︒

印刷物として最も古いものは︑ジ目ンソンがジ目ージ

にしたまま死んだ﹂という内容を含むものもあるが︑概

︵H算①自ま由閏昌∋害︶あるいは﹁この古いハンマー﹂

して物語性は少ない︒これらは﹁このハンマーをとれ﹂

ァ州ロームに住む人から入手したブロードサイド版の
＾で
欲あ
︶る︒末尾
：言巨曽彗q一Hま望8二︶・一三轟⁝彗︑

には価格﹁五セント﹂と作者名﹁W・T・ブランケンシ

からして一八六二年以前のものではない二とがわかるく

く︑歌詞だけからでは伝説の内容は伝わらない︒中には

属し︑ジ目ン・ヘンリーという名を含まないものも多

︵↓巨ω○巨︸閏昌ヨ胃︶とも呼ぱれる労働歌と同じ系統に

らいで年代を断定できないが︑ジョンソンの友人のコ

ジョン．ヘンリーが実際に歌ったものと伝えられている

ップ﹂が印刷されている︒このブ回ードサイドは︑活字

リア・コヅブは︑ブランケンシヅプの﹁ジ目ン・ヘンリ
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歌もあり︑一般にはバラヅドより古いものと考えられて
＾39︺

＾〃︶

を自由につなぎ合わせたものとして歌われ︑物語はそこ

それならばバラヅドのほうはどうであろうか︒ゾラ・二

ギリス系の伝承バラッドを基準としてジ目ン・ヘンリー

せていないわけではない︒民話は豊窟にあるし︑トース
＾竺
ト︵ヰ8g︶のような口承の物語詩もある︒しかし︑イ

から推測されるのであるL生言う︒黒人が物語を発達さ

ール・ハーストンがわざわざイタリック体で﹁ジ目ン・

らない︒かなり物語性のあるバラヅドは白人の間から多

いる ︒

ヘンリーは労働歌という状況以外には黒人フォークロア
お︺
の中には見あたらない﹂と強調しているのはなぜだろう

ドと決めることは民謡研究の態度でも方法でもない︒す

く採集されているのであるし︑これを﹁完全な﹂バヲヅ

これらが黒人の労働歌であることは明らかであるが︑

か︒バラッドという用語で呼ぱれる表現形態が︑たとえ

的な表現形態をとるものが重視されるわけである︒しか

り︑ジ目ン・ヘンリーを歌った民謡の中に特にバラヅド

の中である種の物語歌謡が注目されることになる︒つま

達していないことになり︑こんどは逆にアメリカのもの

典型とみなすならぱ︑アメリカのバラヅドは十分には発

が報告している二例をみても︑たしかに物語性はあるこ

だ︒一九五〇年にアラバマ州で調査したクアランダー

黒人伝承としてはバラヅド形式は主流ではなかったよう

うに﹁労働歌だけ﹂というのも正確ではないとしても︑

であり︑バラヅド的なものを特に重視することは伝承そ
＾竺
のものを正しく見ていないことになる︒ハーストンのよ

ぺての版に平等の価値を認めること︑それが第一の原則

のパラヅドの価値を判定することはつつしまなくてはな

ぱイングランドやスコヅトランドのものを代表ないしは

し︑ジョン・ヘンリーの歌はだいたいにおいてその物語

とはあるが︑ブランケンシップ版のようなバラッドでは

＾41︺

性や客観的描写などがあまり鮮明ではなく︑この点から

ない︒しかも︑いずれも蒸気ドリルとの競技が中心のテ

く︑﹁ジ目ン・ヘンリー﹂も一貫した物語として黒人が

た家族の悲しみのほうへ焦点があてられ︑ジ目ン．ヘン

ーマとはなっていない︒ジョン・ヘンリーの死と残され

＾価︺

アラン・ローマクスは﹁たいていの黒人バラッドと同じ

するとバラヅドとしての十分な資格に欠けるものが多い︒

歌うことはめったにない︒むしろ︑いくつかのスタンザ
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る︒イギリス系バラヅドにおいてみられるだんだんと

ある︒レヅドベリーの歌も︑一九七五年にダリル・カン
＾包
パー・ダンスが採集した歌も︑この点においては似てい

英雄的な要素はほとんどなくて︑単なる悲劇の主人公で

リーも超人というよりは普通の人間として描かれている︒

曲節と韻律と詩的スタイルの類似により﹁ロッホ・ロイ

られ︑テーマは古いハンマー・ソングから来た︑主言う︒

前に歌われており︑新しい物語が既存の枠組にあてはめ

ルの娘﹂が指摘されている︒アラン・ローマクスは︑一

﹁チェリー・トゥリー・キャロル﹂と﹁ロッホ・ロイア

ている︒ただし︑ここで注目しておくべきことは︑ある

＾肋︺

部のスタンザは蒸気ドリルとジ冨ン・ヘンリーの死より

︑

クライマヅクスヘもっていくという叙述方法をとらず

アルの娘﹂のニスタンザがこの労働バラソドの枠組とな

a︺

に拝情的な要素が強くなり︑物語性はあまり発達してい

ったのであり︑これほどまでに古典バラヅド・スタイル

＾46︺

ない︑と言えよう︒この理由は︑﹁アフローーアメリカン

に適合した黒人の歌は他にはない︑とローマクスは考え

扇︺

音楽は︑聞かせるよりも参加を強要する傾向がとくに強
＾49︺

い﹂ことと関係があるのかもしれないが︑いずれにせよ︑

類似と体系の類似を同じ次元で論じてはいけない︒問題

スタンザが白人から由来するからといって純粋な黒人バ

この歌に白人伝承の影響があることは以前から指摘さ

とすべきことは︑それがいかに黒人の間で生きた伝承と

典型的なバラッドとしてのジ目ン・ヘンリーはあまり黒

れてきた︒フィリヅプ・バリーは︑たとえ白人によって

なっているかであって︑逆の面からながめれぱ︑たとえ

ラヅドではない︑とは主張できないことである︒要素の

作られたものでないにせよ︑白人伝承の影響は非常に強

黒人の間から生まれたものであっても黒人文化の体系に

人的とはいえないのである︒

い︑圭言う︒その理由としては︑最も古いものがブラン

り︑白人バラヅドのスタンザがいくつか入りこんでいる

合わなけれぱ黒人の伝承とは言いがたいのである︒つま

ことは両者の文化的交流を示しているのであって︑バラ

ケンシヅプ版であること︑あるスタンザがスコヅトラン

ヅドの構成方法とは異なった次元の問題である︒まして︑

ドの﹁メアリー・ハミルトン﹂に似ていること︑およぴ
曲はイギリスの﹁ブランド伯爵﹂と共通していること︑
＾50︶

をあげている︒スタンザの共通性については︑さらに
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いものである︒バヲヅドに限らず︑口承文芸︵ないしは

何らかの共感をよぷ要素を持ってい・た方が訴えるカは強

ともあるし︑自分とは表面的にはかけはなれた主人公が

い︒きわめて体制的な人間が反体制的な人物像を好むこ

いもなく黒人たちはジョン・ヘンリーを実現されない自

術的失業に対する最もすぐれた抗議の歌﹂と考え︑﹁疑

あり︑最も有名な労働歌でもあり︑かつさしせまった技

﹁最もよく知られ︑そして最もすぐれた黒人バラヅドで

これまで﹁ジョン・ヘンリー﹂の解釈については︑

が︑すべての黒人ではなく少数の黒人が伝承してきた歌

民俗一般でもよいが︶は︑すべてジャンルを成しており︑

黒人の民間英雄を歌ったものだから黒人が主体的に伝承

それぞれのジャンルはそれぞれの文化領域の中で定義・

分たちの可能性の極致とみなした︒その理由は︑自分た
＾ ︺
ちの土俵で白人を打ち負かしたからである﹂というもの

である︑という結論は出せるであろう︒

認定されなくてはならない︒黒人文化の中でバラヅドと

が一般的であろう︒あるいは﹁機械に対する労働者︑社

してきた︑ということを前提条件にするわけにはいかな

いうジャンルを認定することができるのか︑まずこれが・

会に対する個人︑権カに対する地位の低い者︑白人に対
＾弱︶
する黒人というような闘争心を象徴している﹂とも考え

問題なのであり︑答が否定的ならば︑﹁ジ目ン・ヘンリ
ー﹂のバラッドはやはり黒人らしからぬものと考えるの

られている︒また︑﹁ジ目ン・ヘンリーの伝説の詳細が

界最強の産業文明を築きあげた数百万もの無名の労働者

が自然である︒実際に︑﹁ジ目ン・ヘンリー﹂はフィー

一九七四−一九七五年にかなり大がかりな調査を行なっ

たちを代表する者となった︒また︑人間は自分たちがが

いかなるものであれこの新大陸において荒野を開拓し世

たダリル・カンバー・ダンスは︑この歌をたった二例し

ルドワークからそうたくさんは得られないものらしい︒

か集めることが出来なかった︵しかも︑その一つはバロ
︶

作りあげた機械によって打ちほろぼされるであろうとい
轟︶
う不安に常につきまとわれていることを象徴している﹂
＾

ディーであった︶︑という︒民俗があたかも特定集団の

という解釈もある︒

しかし︑ジ目ン・ヘンリーが蒸気ドリルとの競技を行

構成員のすべてに共有されていると考えること自体が現
実にそぐわないから︑別に驚くこともない報告ではある

1肋

らなかった運命を考えてみると︑はたして抵抗・抗議の

わなくてはならなかった必然性︑そして死ななくてはな

りは︑一人の黒人にすぎないのであり︑その悲劇性には

まれてこない︒ジ目ン・ヘンリーは黒人の代表というよ

て称賛されたとしても︑そこには見せ物的な興味しか生

ジ冒ン・ヘンリーの超人性はその性的能カにも示され

歌であるのか疑わしくなってくる︒たしかに︑人間対機

る︒だが︑ジ目ン・ヘンリーははたして黒人労働者の運

ている︒このことは版によって相違があるが︑この歌全

黒人共通の悲しみがあるかもしれないが︑その勇気は本

命をひとりで担って機械に挑戦したのであろうか︒いや︑

械︑黒人対白人などの対立がこの伝説の骨組みとしてあ

彼はみずから進んでコンテストに参加したのではなく︑

体をみても︑ハンマーは男性を︑トンネルは女性を象徴
9︶
しているとも考えられる︒また︑多くの愛人たちを続々

物ではない︒むしろ総身に知恵がまわりかねる人物像で

多分親方の言いつけに従って参加させられたのである︒

と登場させる版をみると︑ジ目ン・ヘンリーの本当の死

る︒また︑自分の運命をあらかじめ予言したり︑人並み

なぜならぱ︑黒人であり労働者であるからである︒しか

因はコンテストではなくて︑あまりにも多くの女性と交

はなかろうか︒

も︑死ぬかもしれないことを承知でコンテストを行なう

のようなイメージは︑一方では白人の見た黒人の姿と結

渉を持ちすぎたためであるという説も説得カがある︒こ

はずれたカを発揮するところには︑英雄的要素がみられ

わけである︒そこには︑無理難題といえども従わざるを

へ変身させる働きがある︒いずれにしても抗議する英雄

ぴつき︑もう一方ではジ目ン・ヘンリーを英雄から道化

＾蝸︺

えない黒人の姿が映し出されている︒ジ目ン・ヘンリー
の本当の相手は機械ではなく︑白人の命令であり︑この

的で機械をも打ち負かすほどの人物であるからこそ︑こ

どうかは問題があるが︑そこにある種の民衆的ないしは

よくあらわれている︒さし絵そのものがフォークロアか

このようなジ目ン・ヘンリーの姿は︑多くのさし絵に

像ではない︒

ことから彼ははじめから相手の土俵で負け戦を覚悟で試

の服従は意味を持ってくる︒しかも︑機械に勝つのは一

合をせざるをえなかったのだ︒ジ目ン・ヘンリーが超人

時的であり︑あとは死が待っている︒たとえ︑勝者とし
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げな顔をした大男がハンマーをふるっているといる姿が

なるものが多いようだ︒﹁子供向けの本において︑悲し

をふりあげている︒筋骨は隆々として︑顔はおそろしげ

黒人の大男が︑たいていは上半身裸となって︑ハンマー

大衆的な想像カが映し出されていることは明らかである︒

抱くフォークロァのイメージをはぐくみ︑本当はフォー

い﹂し︑むしろ﹁白人が黒人に対して抱く7オークロァ
轟︺
の一部を成している﹂と言った方が正しい︒一般の人が

るようなアメリカ黒人の伝説的民間英雄では決してな

とは言えないのである︒つまり︑﹁一般に主張されてい

影響が強く︑現在一般に知られている話はあまり黒人的

＾62︶

ぺージいっぱいに描かれており︑このことが印刷された

もあり︑汽車の煙はその身体のまわりをたなびき︑下の

の﹃北アメリカ民謡集﹄のさし絵は身の丈数十メートル

底流として考慮しなくてはならないだろう︒ローマクス

あるという主張を︑フォークロアではなくフェークロア

ややこしくなる︒ジ目ン・ヘンリーは黒人の民間英雄で

の中に熱心な民俗研究家たちが含まれているので︑話は

チャード・M・ドーソンは﹁似非民俗︵フェークロァ︶﹂
a︺
と名づけているわけだが︑このフェークロアを担う人々

クロアでないのにフォークロァと称しているものを︑リ

方では幾人かの女性が集まっている︒その様子は︑﹁ア

の事実として認めることには賛成する︒しかし︑この区

歌詞と同じようにジ目ン・ヘンリーのイメージを固定す
翁︺
ることに貢献した﹂とするならぱ︑多くの人々の解釈の

ラジンと魔法のランプ﹂に登場する巨人のようだ︒﹃ア

別をしっかり考えておかないと︑民俗学はいつまでたっ

＾60︶

メリカの民話﹄の表紙の絵になると︑両手にハンマーを

ても古き良き音をなつ・かしむ研究からは抜け出すことが

＾61︺

持ち︑線路の犬釘を打っている姿であり︑筋肉ぱかりが

できないであろう︒

T・P・コフィン編︵大島良行訳︶﹃アメリカの民衆

たもので︑ 一榊⁝的ではない︒

が紹介している話は︑多分一部のバラソドから作りなおし

文化﹄︵研究社出版︑一九七三︶︑＝二01二二一頁で訳者

︵1︶

グロテスクに強調されている︒筆者が参照した全部で六

種のさし絵が︑いずれも蒸気ドリルを描かずほとんどは
一人でハンマーをふるっている姿であることは興味深い︒

これまでみてきたように︑ジ冒ン・ヘンリー伝説の起
源は黒人の間からであるとしても︑伝承過程には白人の
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