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Country Musicの商業化－楽都
楽都Nashville
楽都

初期の Blues

・ポップス・ジャンルとしての確立は，1925年からNashvilleの放送局
WSMが，毎週土曜日，公開演奏ショー
公開演奏ショーを
公開演奏ショー ”Grand Ole Opry”として放
送し，全米に知れ渡わってから。
・演奏会
演奏会は，1947年からは，Nashville都心部のRyman公会堂で行わ
演奏会
れるようになって，Country musicの殿堂に（⇒）。

・演奏の名手は，Memphis, St. Louis,
Chicagoに出て，音楽プロデューサーらと
ともに演奏を洗練させる。
・1914年，W.C. Handyが「St. Louis Blues」
を発表。blues初の大ヒット。
・以後，ラジオ
ラジオの普及，音楽産業の発展とと
ラジオ
もに，多くのスターが登場。
・元来のacoustic演奏から，都市ホールで
の合奏形式，さらには大音量のelectricに
変貌 ⇒ Chicago Blues

最初のスターCarter Family (1927-43)

Monroe Brothers (1936-38)

・弦楽器の演奏が超絶技巧化したのが “break”。多くのguitar奏者に影響
・1974年には，Nashville郊外に4,000席
の ”Grand Ole Opry House” が完成。世
界中からファンが訪れる。
・Grand Ole Opryは新人歌手の登竜門
で，Enrico Caruso, Sherly Crow, Bruce
Springsteenらを輩出。

★Nashville Sound … Nashville
のレコード会社RCAやColumbia
の音楽プロデューサーが，泥くさ
いcountry 演奏を，より滑らかに
聞きやすくしてpops化した音楽。
Country pop, fusion

Bluesの女王
女王
Bessy Smith
（1894-1937）
Arthur Crudup（1905-78）

南部が生んだ大衆音楽

西アフリカ系リズム
西アフリカ系リズムの多様な展開
リズムの多様な展開

1）Negro Spiritual … 綿花地帯，黒人奴隷，
教会，聖歌，女性, call & shouts
★Fisk Jubilee Singers … Fisk University opened in Nashville in 1866
as the first American university to offer a liberal arts education to
“young men and women irrespective of color.” Five years later, the
school was in dire financial straits. George L. White, Fisk treasurer
and music professor then, created a nine-member choral ensemble of
students and took it on tour to earn money for the University.
The group left campus on October 6, 1871. Jubilee Day is celebrated
annually on October 6 to commemorate this historic day.

3）Boogie-Woogie
・Bluesピアノの1形態。Bluesのうち，みんなで踊る目的でピアノ演奏
される音楽をBoogieと呼称。
Fisk Jubilee Singers

・語源はいかにも西アフリカの言葉。同音を2回繰り返して “Hoogie Boogie”
とか ”Boogie Woogie”とも。

・文献記録としては1870年代に，Texas北東部の松林地帯で黒人が
ピアノ演奏したのに使われたのが最初とも。
・1910年代，仲間でお金を出し合って奏者を呼んで行うrent party
が流行。そのダンス音楽として盛んに。

・St.Louis

・1924年，最初のBoogieWoogieピアノのレコードを
発表したJimmy Blythe↑

・Nashville

2）Blues … 綿花畑の労働歌
⇒ 個人的感情を歌う歌へ
・起源地はMississippi Deltaの
綿花地帯 ”Delta Blues”
・1903年，音楽家W.C. Handy
がMississippi Deltaの駅で独
特の演奏に遭遇して感動。
自ら採譜・演奏し，広く認知さ
れる。＝Bluesの”発見”

・Memphis

W.C.Handy（1873-1958）

・New Orleans

4）Rag Time
・1800年代末から1910年代にかけてSt. Louisの黒人ピアノ奏者
の間で生まれた演奏様式。 西アフリカ風 syncopationを利かし
ノリのいいリズム。
たノリ
ノリ
・名人Scott Joplinの登場で大流行。 作曲家ガーシュインにも影響

(1868-1914)

※Stephen Foster (1826-64)：Pittsburghの隣町の生まれ。黒人差別が普通だった時
代から，その生活や音楽に目を向け，多くの楽曲を創作。商品化されたばかりのEdison
Recordで全国にヒット。Old Black Joe, Swanee River, Massa‘s in De Cold Ground, My
Old Kentucky Home など。その多くは今や「アメリカ民謡」。
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5） New Orleans
と Jazz
・1678 フランスの毛皮商人
ラ･サールがMississippi河口
を発見し，毛皮交易のルート
探査のため遡上
・1682 ラ･サールは流域の
領有を宣言して，Louisianaと
命名

・1722 N.O., 仏領 Louisianaの首都に
⇒Haitiから
・低湿地の改良（水路開削，地盤嵩上）工事に黒人奴隷を導入
・フランス兵，黒人奴隷，本国から送られてきた女性たち
・彼らの混血（クレオール）には白人同等の権利が認められる。
・1755〜63 French Indian戦争 … Acadiaからフランス系流入。
・1803 アメリカがLouisianaをフランスから購入（1500万ドル）。

Blues系の展開
6）Gospel
(1931-64)
・霊歌＋楽器伴奏＋modern beet
歌詞もリズムも軽快になり，1920年代
に大衆化 … Ray Charles, Sam Cooke

・1861〜65 南北戦争 … 街は略奪で荒廃するが，すぐ復興。

1888

・1718 Mississippi河口の低
湿地帯に 交易拠点
Nouvelle Orleansを造成。

Louis Armstrong (1901-71)

7）Rhythm & Blues
・1920・30年代，Bluesを基調に，ノリの良いswing感を
加えた演奏が流行，”Jump Blues”, ”Rhythm & Blues”
と称される。以後，R&Bは黒人大衆音楽の主流に。
・以後の若者ポップ音楽の源流にも。
Louis Jordan (1908-75)

8）Rock and Roll –
白人若者の音楽
最初の市街→
は，今のFrench
Quarter。
その中心街
Bourbon Street
にライブ酒場が
集まる

Ray Charles (1930-2004)

⇒Nouvelle Orleansは英語表記に。

(1935-77)

1720

・奴隷廃止の結果，黒人は貧困のまま解放。
・その中に，南軍が放出した楽器を入手し，ブラ
スバンドを組んで演奏する者が現れる。
・黒人たちは楽譜も読めず，楽器の正しい使い
方も知らない中で，天性のリズム感と見よう見
まねの即興の演奏法を案出
… その系譜がLouis Armstrong

・クレオールも黒人同等に見られるようになる。
・教養あるクレオールからは，洗練された演奏
家が誕生 … その代表がScott Joplin
・New Orleansは貿易港として復活し，盛り場が
形成されると，その酒場や娯楽施設で演奏す
る奏者やグループが誕生

★Jazzの誕生
・New Orleansの下町に, France（Acadia），
Africa， Carib系の子孫に白人のmusician
が集まって，独特のノリの音楽が生成。
… 基本は，Rug Timeのリズム ＋ 西アフリ
カ風Swing感 ＋ 自由な即興演奏
・名手は，French Quarterの繁華街
Bourbon streetの酒場に集まって演奏。
最初の大スターはLouis Armstrong
・20世紀を通して，即興性から多様なスタ
イルが展開。classicとも親和的で，インテ
リ層からも支持。

・1880年代，黒人の奏者たちは，繁華街のほか，
各地の冠婚葬祭，宴会，選挙，宣伝パレードetc.
に出張演奏して生計を立てる … ｂandwagon
・Mardi gras … カトリックの宗教行事の carnival（謝肉祭）
・クリスマスから十二夜の1月6日から，四旬節（肉食制限）の前日まで，約1ケ月間
・New Orleansのカーニバルは，リオと並んで盛大。期間中の人口は倍増。
・パレード，仮面舞踏会，ケーキパーティー
・パレード … フロート（山車）運行，演奏，ダンスを披露する多くのクルーが参加

Otis Redding (1941-67)

・1953年, MemphisのSun Record Studioに録音に来た白人青年の黒人っぽい歌
唱に感動した社長のSam Phillipsが，翌1954年に歌手として売り出す。その青年
こそElvis Presley。
・Mississippi Deltaの田舎町生まれ。11歳からギターを習う。14歳の時にMemphis
の公営住宅に転居。近隣仲間と活動し技量を高める。黒人音楽にも日常的に接
する中で，独自のR&Bの歌唱スタイルを確立。
・Blues〜R&B系は黒人の音楽を意味したため，白人若者のbluesっぽい演奏スタ
イルを ”Rock’n Roll”というジャンルに。
・60・70年代のBeetlesをへて今に至る白人若者popsの始まりに。

Beale Street

★Bluesの都Memphis
・技量の優れたブルース演奏者は，1900年代になると，
Memphis, St. Louis, Chicagoの酒場に進出。
・特に，Mississippi平野唯一の大都市Memphisの繁華街
Beele Streetがその中心地。その大スターがB.B.King。
※Memphis Sound
・Memphisのレコード会社StaxやHi Recordsの歌手たちに
よる，blues（当時はsoul）をメロディアスにした歌唱を主と
する酒場ホール演奏様式。1960・70年代に流行。

B.B. King (1925-)

B.B.Kingの看板
（Beale Street）

Memphisの歴史
・18世紀初頭まで，Louisianaの辺境領土
・1796，アメリカ合衆国Tennessee州の最西端の地に
・1819，Mississippi沿岸で洪水の心配のない崖上に街が開か
れ，地名はエジプトの古代都市に因む。以後，流域最大の交
易港として，綿花・木材の集荷拠点，奴隷市場の町に。
・南北戦争では北軍がいち早く接収して，戦禍を免れる。
・1960年代，公民権運動の中心都市の1つとなる。
・1968年，King牧師，市内の宿所で殺害される
・1973年， Memphis空港に，航空貨物最大手Federal Express
が本社を移転。世界最大の貨物空港に。

郊外にあるElvis Presley邸。ファンの聖地。
元はMemphisの事業家の農場の家で，
colonial様式の典型。2006,歴史建造物指定

