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制作にあだって
ｌ〕ＡＭ会員内皆除．日上qの三』盤郡，誠にあﾄ）

かとう＝ざいます。
ＤＡＭ才ノジナル(1)韮７作は,r25曲｛７０

分弱）を収めた「十ｆ・ブコラゴ○アニ・
ロリーグ１ンスリヴズ，スカホローラ'エチ
です。曲の日目出しか簡単で．メモリ等各抑
揺能か満載きれているＣｐ７レヤには ,正
にう=うてつけ＃ﾅ}診曲数．長時間にＤといえまし
ょう。
また．クイト’Ｌ曲'ﾃ'他にも．ロンドンテ‘１１

-〃)歌．故郷‘γ1玉トロツホ・ローモントー、ス
コッ１ラらゞドﾌ)灼縛革．蛍の光、庭野干草、
土,→ム・スウ，,--卜・ホーム（埴生じｱ'1卸．等
引‘４１ｴL無、曲を多故含む、’‘，わば,“イギ'１-7
展厭鼎井・乳コラゴ:・べ宝卜､’ ‘ともいうべ
き(ＩＩＴす。
日本では、イキ１スのホー方ル・アンザン

ブルとしてキングス・シンガズが大変有帛
ですか．こげ〕芹・スコラズもキングス‘シ
ンガズと同じ今｣ブリ､ソジ大学,す'キンク
ス・コレッジの聖HF〈隊?'ﾄｌ１Ｉｑで．来=Ｈも５回
を数えそ(ｱヘ気も急上昇Ｌております『
キングス，シン方一ズとの人きな違いは．

ザ・スゴラーズが女声〈､ﾉｰ'‘弓‘'）を言む．テ
ナー，方肯ンター・テナー、バス，〈Ｔｊ４人淵
成|‘８綱１０月現、であることです_‘そ‘:7ルバ
.､トリ--は「1'i趾やルネ,サンス音楽はもと
よ'ﾉ，現代111｣,黒ｊ、王歌と巾広<,とりわけ
イさ一リス民話のアレンジＬた{｣のを得意と|ｰ
ています。

本年''86m月の来日にふたり．東芝ＥＭｌ市
販Ｆル'くムと11､同ホｌ作ということで、１月１３
円-１５円の２円町下郷J'雌くり才・ホーノLで
しゴ子 ′ ングいたしました ”
止片凸当ｕｉよ．かな'｣］rい日でしたが．空調

雑音を畦Iナるため，Ｈ是房を止めての諒吉は．
スコラズア'皆様に大変お気修ｱ'壷でした。通
常の革器演奏で'も大変なことな”に，壯身の
肉体力;楽器てある．ザ・スゴラゴミか無1半奉
(アカベラ)にもかかわらず，絶* l ﾙな､ ' ̅ミ
ー．を榊侍Ｌて，全21曲を２Ｈ間て叫‘‘(錐できた
ことは日頃のプロとして鳴乃銀神も乃厳Ｌざを
皿間兄る思いかいたしました。

この21曲中,I3的のアナログ鍼音は.'１)ＡＭ
４５（，｡R-Ol42)」とlｰて６月に尭支',、*Ｌま
Ｌたが今ｕは‘アナロウ録音と同時に行ｵｰ
孔たデジナ'ﾉL録肯によるものです。更に束迭
EMI㈱ﾀ御厚意|男よ'1，’81年発‘だの「ザ・ス
コラーズイキりて比謡巣'ｌＣＣ３８-３１ｌ７ｂ｝」[，'''|］
から蚊の忙．沓のＨの花と輝く、庭”千草
ホーーム，スウィート・ホーム，鰯４曲を叩え
させで‘,たださ韮Ｌ士．この､8]年趾青は，，、
Ｉｊｌ-ンにマイ」ヅア・オレイ’ト．、ノブ耐ラノ
か初代(７，シラモリニュ（'８６年i幸３１‘'‘ｂＨ
ｎキム．デムプズ）という５人編成で、Ｕ,寵
のメティア・スタジ十においてＩＩＡＭす」ｌジ
十'L＃音とｌＵｈ子, 'レクヴ，ミキサに上
リテジダル緑青当れてい主す『
守ナ‘スコラズのイチエラルｒ唾ⅡI]な'､

モニーを心ゆくまでお某しみもﾕただけｫ|_ば寺
､、です。

なお今凶刃(エト制作にあだ'1，ザ・ズコラー
詔、串芝ＥＭＩ㈱趣らびに|坐Ｉ係各位に多大な御
協力をいただきま_たことを、厚くお礼申し
上げます。

今･後もＤＡＭといたしまＬては、アナログ．
テジタルを問ｵ〕ず．よ')良い音楽ソフトを開
発し合口６丁,呰様に少して･もお役にﾌ､て砦,ょう．
宙に一瞬‘､零,1Jをするpli存ですのて今後Ｌも
皆様のご支惟のほどよ足,し〈おl蝿い申し上
けます。 ＤＡＭ推進委員会｢了〒T̅『T王１
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〔真庭健〕
,､いても，ロンドンやスコットランドの奥へ行き
たい．なんて人は，ま、あまりいません。簡単に
‘，えば、なんかなじみにくいんですわ。

高来にもいえます。クラシックを聰く人で，フ､リ
トゥン「,』j宝少年の牌弦楽入門」，ホルスト「惑星｣，
エルガー｢威風堂々｣以外に，イギリス音楽，ひと
つでも愛聰する曲かあるヒト，これはもう机当な
､ソーといってよいくらい。この3曲はいずれも20

111紀に入ってからの作品，従ってわれわれは，大
陸で'ハイドン，モー､ソァルト，ベートヴェン．
ブラームスを輩出した，あの戦かな時代の，こと
イギリス音楽につい､て，殆どなじみがないんです
ね。実際１９出紀のイギリスは産業雌命で突っ走
り，２０出紀に入るまで，自前の文化を育てるゆと
')がなかった，といえるみたい。けれど，じゃイ
ギリスの風ｔか音楽的に不毛であったか，といえ
ば,それは違う。先に描を挙げた作曲家(ベートーウ
ェンを除く）をはじめ，ヘンデル，メンデルスゾー
ン，Ｊ、シュトラウス，ドヴォルザーク，チャイコ
フスキーといったビッグ・ネームが．たびたびイ
ギリスを訪れ，大喝釆を博していた。つま')は音
衆澗fYは絲済力にモノいわせ，大陸からの輸入に
殆と醤依存していたというｵつけで，ここら辺の‘撫情
はなにやら今Ｈの日本に似ていなくもあ')ません。
18～19枇紀にかけてのイギリス音楽に，ぼくらな
じみがないとしても，無理ない話。

結吋私たちＨ本人にとって，イギリス苛楽は縁遠
いものなのかといえば、′ﾉﾐは．違います。ビート
ルズ以来のポッープス。これはイギリス'唯か日本で
も人ウケなのはおじさんも知ってる。妓近でも，
デュラン・デュラン．カルチャー・クラブ，ワム，
ジグ．ジグ・スパトニックといった方々が．はる
か極東のティーンエイジャーまでもキャーキャー
いわせてる。
IIi｣様に．いやそれ以I･_に、100年も前・IIH治時代か
らｆ供達に親しまれたのが，イギリスに生まれた

この５月．Ｈ本はまるでイギリスの樅lも地のよう
なありさまでした。チャールズ皇太ｒ-・ダイアナ
妃の訪日を迎え，デパートはこぞって「英1正lフェ
ア｣「英I玉1物産展」を開き，関連‘記‘傷は女''1雑誌の
特柴にとと．まらず，，期日新聞て．さえ５月８１１朝刊
には８ページの「英|Iﾐ|特雛」を別刷でくっつけち
く‘フフィーバーぷ})。この，日本人ならではの，
１１ﾉ]るく韓いノリって，ヒョーキンでカワユくって
スキ。ま、ともかく、おかげでわれわれ日本人，
ずいぶんとイギリスのことを勉強しちゃいました。
わたくしだって，ダイアナ妃か岩崎良美とlplい年
であ')，なおかつヅメを噛むくせかなかなか止め
られぬといった錘の数々を知っております(ＮＯＮ・
ＮＯ「ダイアナ妃おもしるクイズ〃」による）｡けれ
とゞも前述・朝日の「特集」にしたところで,「伝統
と新しさの多重奏一一一そして生きる誇りのある国」
を大見出しに８ページ,一応は読んでみましたが，
うわっつらをなぞっただけ､別にど一とゆ-こと
ないんですわ。強く印象に残ったことといえば，
ダイアナ妃が着た柚をそつく’)パクったセーター
が「カジュアルなのに気分はリッチ/プリンセス・
タ‘イアナくうゞラックシープ･セーター》」と渦づけ
られ，米Ｈ記念に特別に御１箔様１滴限Ｉ)で通販
きれ，その価幣が27,500円，ワ､ｿ、高い／という
ことでありました。
なぜかイギ'）ス，一応の知識は持っているものの，
今一歩蹄み込んでの比感がわかないIEIのひとつじ
ゃないかしら。フランスやイタリア，はたまたド
イ､ソ・ロマンチ･ソク街道に'|竜れる女のｒ､はいつば
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歌の数々でありました｡｢｣哩叱の宿｣｢庭の干草｣｢'1ｋ
郷刀空｣｢蛍‘丁'光」・・‘口原詩を翻案したものもあれ
ば全く別の叙景命寺をつけたも”もある、いずれ
にせよ棉凋やけに高いⅡ歸丹の詩か付ざれ，まぎ
れもきく日下の歌に生まオ|_かわって小学Ⅱ凸歌に収
姉ら札て．Ｉ上〈親Ｌまれてきたこれらの歌が，実
はイキ１スのうす一クソング，頭はポピュラーソ
ングであった，Ｌいうわけ。近代日本人〔力感性踞
成に，寄与すらところ_ｋで才〕'）ました。

､ブ寸一ク（・リング)と',､え|ま．もう足射的に弓オ
ーク・クルセイダーズ，シューベルツ．森山典子
なんて闇前毒剋．，字かくど,|廿代１-蚕‘てあ農,。，60年
代半ば，ベト十ム｢Z晩,の気｢里し乃高ま’」と世もに，
新宿西rlの地下広場は土曜の宙二‘とに．ツトメ人
までまき込ん汚歌の輪ができて,「よあ-１十ｵ，Ｔち
か､、」｢ウィシャノLオーバーヵァム」なんぞと．
キターにあわせて歌ったもんです｡Iあ．恥かし｡）
と睦,かく，「フオク・ソング」といえば土着の古
謡，と思いがちだけれど．作者ｕｱ!あるなＬに限ら
ず，某詔によ藍Ⅷグ'てなく歌われ,畠三里によ'１．広
ま'１，伝えられていく歌．と考えれば．土岾夜の
歌声広場は．まきにフォクしていた‘とい.里ます
ね。逆にＬ，えば．計い､つがれる三とによ’)，起i原
や作者なぞどうて'もよくなったもの-一一これがヲ
十一ク‘ソングなんで-すね。
このＣＩ)できく-フォー-ク・ソンン．も，恋乃:仇一｣'
守叫｜乍業Ｈｋと11好千は様々-ですが，いずれもか
,h､々に縄しまれる二とで．今Ｈに伝わってきた
も両ばか'｣．催い時Ｊ】流れ〔ﾌ〕｢|'で．オロディは
少しずつ変化して肱き、また歌詞も時代に印した
意味蒔甫j｣迅主れつつ，愛唱されてきまＬた。本
來なら一地方に伝おるこれら‘ﾉﾄ歌が，イキ'１又で
は２０肚巾,lに人il．（ハンザリでコダイや（ｊＬトク
が黒したように）七シル・ふヤープ，レイプ・力寸
一ン＝向イ］ｌアムズ，′ぐ一シ・グ告ンジキーと
（、ソた作曲家たちが地方をまｆ]!｣．採譜し，出眼
｜‘或いは特'弦楽に糊曲する二,とで．より夢くの

人,可に視しまオ［らものにな’］主Ｌ垣』

ブツ-ぴ〕日本人にＬっ-てイギ'１受といえば．シェ
1'クスピア，マザーグス，上､-}Ｌにスコッナ，
ロスト・ビーフに計Ⅱ茶．と１，つたイメージから
なる，ひとまとま’)の国家‘ﾉｱ'ように思っちゃいま
すｰと二ろがしっ二、､，正式名跡「人ブ!lテンの
臣合王国及び北アイ}Ｌランド｣UmitedKiI1gd<,mof
CrealBritaiI］amdNDrthEmlI-Ela]]ｄからも解る
ように，実は．イングラント｡．スコットランド．
ウェールズ．アイルランドと、４つ‘ｸ佃か白な患
厘合体なんですわ。となれば史化も．当然音柴も．
「イギ）え｣(English";1L-=|たも'ﾌ】）なぞという，
弓えてみればイーl川出なⅡ乎称でひとまとめにでき
ぬ「お国…};り」があろうというもの。
斑。､ソトランドー
大ブリテン畠の北１/３を[吋錨，首都は音楽梁でＺ
高いエン・ン′くう。’、グパイプ．スゴ､ソチ・ウィス
キネス湖②恐竜でおなこみですが，イング弓
ン卜とは長↓､戦いの雁史を侍うています、その歌
はスコッチ・スナ･ソテとU手ばれ愚‘pflみく弾んだ付
点り武r△が特徴、実在したよ件への組いが歌ｵ可ｵＬ
るくアニ・ローリー> ,戦さに出た若昔,ぴ)想い
を歌うくスコ､ソトランド,Ｊ'釣押草,なじみ深い'仙
郷”空ﾉ‘Ｒバーンズ，Ａ、ヒューム”〕茜・曲によ
る〈アフトンの流れ,他､率にＤ中9曲が同地‘了)もゾ'・
イングランドー-
ロンドンか現存．イキ'ｉスの政i台・挫済J-〕中,L,地
で吟〕為ところからゞつ',、イキーリス＝イングランド
と恩､、が角だi-卜加ど実蛙その文化ば，↑師1Aを憶
って流入した鼬民放丈化‘‘りプレントによって．蹄
づくらォLてさま| -た , ‘ 'ポビ・シャフト＞は久
ゴットランドに近い収北部起i‘'泉ふた,駒、’ぐグパイ
ラ,｡" '剣｣巣を模Ｌたアレンジー升イモン＆が7丁
ンクルに上’｣有名になった‘スカ‘ポロ・フェア＞
そしてくグ'｣一ン乳11-ヴズ〉はおなじみです．
《酌つばらぃの7k夫>は周6葉りたちに伝オブった作業
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〔江川三郎〕

歌。他に〈恋人にリンゴを>,失恋を唯〈くある朝
早く＞，シェイクスピアに111来するくわ一い，風だ
I*jだ〉.Ｌナリー詩，Ｊ、フックIHI<リッチモンド．
ヒルの娘＞もイングランドで歌われてきたもの。

北 ア イ ル ラ ン ド -
1937年，小ブリテンＫＩＩともいわれるアイルランド
は，典*１１国として独立。その際，北部の６ﾘ‘ﾄ|が大
笑連合に淵まりました。しかし現ｲ[．その６１‘|‘|か
らなる北アイルラント'と英政府との間で､内紛が絶
えないことは刷知の通り。ここに収められたくロ
ンドンテ．リーの歌＞は，もともとアイルランド11,．
米のケール鍋で歌われたもの。後になり，英語に
よ')様々な詩がつけられ（例えばくダニー・ボー
イ＞）て広まったが,スコラーズは歌詩をつけずに
歌っています。
ウェールズ
イングランドの西に位置するウェルズ。〈とね
りこの木立＞は|同]地の民謡です。

,+,-<からイギリスでは，「キャッチ」と呼ぶ輪唱
や，ハモって歌う「グリー」といった歌が，一般家
庭の愉しみとして歌われてきました。その合叫青
楽への嗜好は，一方で教会音楽聖歌隊として
高いレベルに磨きぬかれて，今日まで仏わってい
ます。このディスクで絶妙なアンサンブルを聴か
せるスコラーズも，ケンブリッジ大学キンク"ス・
コレッジの聖歌隊で歌っていた５人か蝶まって始
めたグループ。1969年に結成され，’73年ウイーン
のコンサートで一躍名を挙げた彼らは，現在，キ
ングス・シンガーズとならび，ヨーロッパ第１級
のヴォーカル･アンサンブルと評価されています。
一部に入れ拝えがあったものの，、ノプラノを除く
男性３人は，結成以来のメンバー｡'79,,81,,82,,83
に続く'86年の米Ｈ時に，尚美学|煮!（リオ・ホール
で収録きれたこのレコード，極めて優秀な録音と
あいまって．歌心の愉悦にみちた１枚となってい
ま す 。 （ D A M 4 5 の 解 説 よ り 流 用 ）

、● 、 、

■ ､ ･ の 、 一

生命維持のための聴覚
人間はI‘I然からｆ感を授かって生きなからえて

いる。このと．れ一つが欠けても不''１由なことは，
不幸にしてそれを失った力．がたを見るにつけても，
いかばかりのご苦労かと察しがつくものである。
聴覚，視覚，味覚，触覚，臭覚のそれぞれを人生
の楽しみに活用させているのはもちろんだが，わ
れわれの′|言.命維持にも欠かせないものであること
はいうまでもない。いったい五感のいずれが堆本
的に生命維持に大切なものかよく雛1浦するのであ
るがと．うも決定的な結論には至らないまま終って
しまうのか常である。だいたいのところまとまり
かけているのが生を保つために鮫も大切な感覚と
しては聴覚ではなかろうかということになってい
る。笑い話のような話になるが，もし人間が熟繩
していて火事が起きたとするとそこで気付くのは
五感のうち何か鮫初に働くかで決まってくるので
はないかという毎え方だ｡‘煙の臭いでは遅すぎる。
熱い／という触覚ではなおさらのこと。１１はもと
もと閉じているとするとたよりになるのは聴覚で
はなかろうかというのである。アラーム・ベルは
そのために考えられているのではというものであ
る。こんな話がでると,いつも私はいい出す益か
ある。昔．武芸者か何名かに物陰や背後から襲わ
れた時に殺気を感じてやにわに身をかわしたとか，
何んとかして反撃をしたといった講談の話がある。
神技めいた物語の世界と考えていたが，駮近はそ
うは思わなくなった。われわれは武炎渦・ではない
か物事を知覚する感覚のうち聴覚を使ってかなり
の作業が出来るのではないか。もし，われわれに
何者かが音も立てずに迫って来たとする。一人の
体のIni積が働けば気圧の変化が起る。人間の聴覚
は16ヘル､ソから２〃ヘルツまでが知覚されるとし
ているが，それは純音のI活であって動的に様ざま
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な音泄か菫幣ニオ１-ればきらに知覚グ，範囲は拉がZ，
という研究力‘唾きれている『‘だから気配と抽争的
にいわｵ止み人間田刺主でも物卸的な変化として人
間は知覚|_てL，るりr'でばと考えている

聴覚の目的.オーディオ,チェ､ソク
そんなに厳しい話Ｔ､はな〈ても．われわれの知

覚は生まれ落ちた時から廿親を求〆)る大切な要幸
とl_て習練を情人でいる。聰覚め基本目的は母親
的声を聞き分叶ることて"ある。成長するに及んで
兄弟や哀』､連を区分けし-て楽しい幼児時状を過し
ているグ)である。これか↓2二,-すると聴覚の基本は人
|苔'ぬ声を聞き分けみことと考えてもよかろう。か
つ-てfLば満員電車の魁音の中で聞き覚え”あるﾛ海
ばらいの声を聞いた。とたんに「おや上が居る./」
と忠≠｡た㈲人をかきザけてｌＩｐ〈とそこには年巻い
た父親がま引睾庫っていためである．二,”ことで
私は人間‘７１耽筧‘ｱ)鋭さ，記憶ﾉ｣のたしかきに今ざ
らながら壁いた内であみ。もちろん私,刀聴覚U丁'よ
きを□|鋤Ｌているのではなく．全般的な話をl-て
いるつもりである。いつも主張していることだが．
自然ない|-神は人間内五感を平均的な能力に作っ
てくれてL,る口現睾に私かとくに興味を持ってい
る踊筧についていえば．知覚,ｎ度台は誰しも同じ
であると考えていみ。世Fｱﾘ中でいう耳のよしあし
は良否の問題でなく気が付く時間が早いか遅いか
だ叶の二とであみ。こ(乃甲-〈聞きつけふかと“-｝か
に対して好奇心か強いとか，習練がつまオ1Lている
かどうか”差が世内中でいう埒̅が上いという定裳
につながってゆく由だと思一)。

こめオーディオ・チェ,‘ケという問題について
最近にな-〕て私は聰剴まﾉ‘,問幻声を聞き分ける輔
一目的をもっと大切にしたいと主張していゐ。オ

ディオ装置やレコードを聞き分け患ということ
についてはわれわれは当然のように古柴を持って
＊為。もちろんそれでもよｈ,のだが，音楽はもと
もとＡ､問田,心､に訴えかけるように作られている。
機械のよし悪しを出lき分けるのみのっもﾄ〕か時間

か怪晨Ⅷに従-うて吾京幻憎納的な世界に人一二,て､，っ
てしまう、この音楽に対しぜは．私Ｊ'好みでL，う
と＝つち[７１機佃九万力，よいなどという!'[途半端唾
判断になってしまうのが常である．

リアルタイム・リスニング
』ｋ問幻発した言葉にわれｵ,れI.ｉ最も彼1蝶である

とＩ，うこ”特性を利用して．私は同時椀聰怯Ｌい
う音を聞き分Iナるｊ｣法を皆与んにすすいてい農,
はじ武〕はステレオ装置,刀特，|ヰチェ“，クからばじめ
しツナ［た。人間す!声をステしすに人力するためにマ
イクロうすンか必婆て"あみ．手持ちのどんな製‘H
でもたいてい役に立つ『この出力をそ”ままアン
プ的ライン入力（チューナー等‘')捕助端子）に入
れ畠、-ｱ．ラグの陥式がi皇うか簡単に温かいケーブ
ル付きピンプ弓グを輪ゴムて"Ｌ-ｺかり巻き付！ナて
もよＬ,。アンプ[γ)水１１ｴ､を上けてゆくとちゃ
んとスピウから声か出て来る。最大にしても
メ､間のしゃく畠占ぐらいではあみが．音質内判定
に充分な音量であみ。尊て．ここて･ｲﾛ1の1‘||定をし
ようか。アンマやゴ､ビカに悩みを侍っている
ｊ､j主は、他のもゾ'とそれ壷交換してみ為。ＡＢ比
粧法という愚も厳しい判定,蛍であ畠『誰に間L,て
もらってもＡとＢでと̅ちらがしゃくで,ているノ、間
の声に近いかはぱとんど瞬間的に判断できる三と
で#〕る。訳け知'１グ)ヘの11'には「人間の声は音域
｢|｣が狭い」といわれるだらうが.実はそうでない。
体切大きい人が特有の声を持っている‘力は音域の
低い成分を時-.ているからだ。それが中音域のレ
ベル分布よりも睡〆)-r'1,ざいから無視してしまう．
こうした部分もマイクが拾い出すととたんに声が
似て来るのである。

こうした作業ば家放や玩人‘と組になって1了うと
判定ｸ)客観性が出て来る。音i‘1京が音楽でな｛､か#？
好みによってぬ違いが出にくい曲も特長である-
二’Ｌてしばf，〈剛んだｊ＼達と意見交換をしてい
るうちに、マイク．１-やくって',､る人間．つま'１
自分と他人内判定がま一二,たく一致していることに
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〃)なら仕方ない。禅〔ﾊ王様であればよいのだ。

ザ･スコラーズｒ
これまで〈と．いように人間的声と再生装置．そ

＃[に補聴法を述べて来た。という‘'〕も今回私珪か
千にしたズゴラズの一枚のしコードの持つ意味
を深めるたﾀ”r)ものと考えての二‘とである”
」鼬声合Ⅱ凸か無伴令て､行な士‘れる．それも誰もが

知っ-て［、る牧ばか'１-である『‘親しみ易く、や等し
‘,歌と!､う力は雫は音楽帥iこ人壺むずか'-,､もの
である。この;1t唱を聞くと自分も合わせて歌いだ
くなるというり弓ツクスした雰囲気が生まれれば
そ１１_は成功と！、うことだろう。スコラーズグ'判定
は皆菩ﾉLにおまかせしよう“

と＝用で'‘純忰にP、間瞬声だ↓ナて"構成さオしる音
楽を聞くにつけてゞそれらがいかにオーテ.ィ寸・
十ェ'クに面したものかが判って来る．スコラーー
ズの生ｸ〕了､テージ心r)体賎のない人でも，また言巣
刀意味が判らなくてもゞ同じﾉ‘､問,坐してとのよう
な1割冑て㈱歌われているものかがたちどころに判定
できみ。肌:うｌＨ｣も聰くⅢ'|も畳い間垂専門的にﾉ､間
業をや-.ていふからであみ、とりわけ民謡という
分野の平易な発声法は，ベルガント唱法のように
人体を器楽‘ｱ)ような拙い断をして'.､ない､だけに自
然にそのままを受け止めｵ,Lばよ',､のであを‘、

歌”なかに歌-１メ､‘了)表情，韻かたちまて"が浮か
んでくらよ-；なi’1黙な宵声がどの歌唱にも折りlＬ
まれている．こうした自然善を出-すことかこの
ＤＡＭしコーード刀止画角怠同でもある二と巻のであ
る-う。
苣志鳴ﾌ)+]世導き感しぎせる声も聞き分'十ること

も楽しいが，１並に響きを竿史吾‘二‘とにだけ鵠中し
たたは)に声に感情がこめられない部分もある二Ｌ
力:レコードの中から問えて来る。ゞこうした人出|の
喜怒哀某<刀感情が再生吉のうえ腱ど加工どこいら
#1Lて米凸か，三れこそアナログやデジタルという
方式を問わす，レコードに厳I＝〈求められる一岳
士切な要件であると思うの趣(DAM45の解説よ{ﾉ流用）

気付かれるだろう。つま'１，二心万同時検聰法は主
｡たく一・人ても出兼抑乍業なので#』器‘”ノ、lHIの-
やく'１とぞオLを聴くことは骨1云卑があつて肖分‘丁’
声はそのままには聞えぬ．と'"、うように孜甦られ
ている、それはl妾と入ど旧lj堂二』ている。もちZ｣ん
骨伝阜はあるが．□から耳〆､と空気を催わ-＝て来
"罰しベルの灯が庄任l的に大きいから．今聞えてい
烏自分の声は他Jjgもそ昂ＩＨＩえて'､、ると考えたﾉﾉ
がよいためＬに指で自分の11̅をまいて"みて吉を
出す”ぱそば'そＬこもった宙が聞え烏。二れ力;骨
仏淳成:可だコ

ニニん倉具骨にﾉ､間の声を亜子L-才装置に通して
詞へ聖てゆく。そして人間の声かそｵLら|__<聞える
ようにきったとすみ。実はこれが大変にお金がか
かったり‘手間ひま幻要ることな‘ﾌ)であるが，そ
”結果はスデレ１-装置の音は実に-１つき!ノＬた音
というか，あっさ'）した音になって来る。人によ
-うては音楽の１蕪>､が生垂れないという三とも
非｣らし，物喧'１ないとする場合も[粥る-

ニヱーで考えねば唾らぬげ]はｵ､れわiLか音楽ない
し音についてｉｕｌを墓‘桂に価値､卜||断をＬているのだ
ろうか、とＬ,う二とだ。よもやそんなことはない
だろうが,411い頃から聴いていたステしオ，友人
刀有烏て局価な装置に矧1れ視しんで，自分では気
ｲlかぬうちに舳異の!''に刷'｣込まれてしま-うては
[,ないたろうか｡「いや．俺は絶対にそんな三とば
ない。劇｣男体暁もし-といる」という人も多いだろ
う．雲体験の中味を'3-flTしてみ為と，暁画館であ
ったﾄ｣．ＰＡシズ〒ムから流れている音響か掛いと
いうここも考えてみなければならない。も上,ろん，
号-1した電気音響のなかにもよい古はあ畠のだ輯
これを基準にすることは危'韓が-争い二‘Lは誰にで
も半1る二世だZｺー '。
実に豐かな肌吾だと思一うていたステＬすかﾄｺこ

ti-また堂どうとした塑性Ｌﾌ)ラブロマンス上乃きぎや
きであ月]]声か聞かれたらと←う感|-るだ夏､うか。
たいて"､の培合は音響というも’'は二うＬ，うもの
だ、そｵlでも自分の好みて･私はこれを･選』さという
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参
ン･ドヴトン(ザ･スコラーズ)／田中亮三：要訳
「私の近隣の雌に，いまでも掲げられてい
版には『1811年６月，柿安半|l‘ｉｆは浮浪者た
ラード敬い等を法に従って処分するため，
すべて逮捕するよう厳重な命令を発した」

- 口 上

さらに
る告知
ちや（
彼らを

驫拳

Ｉ
テナー：
ロビン・ドヴトン

ノブラノ：
キム・アムプズ とある」と述べている。前出のベアリング＝グー

ルドは､､OldCountrvLife"(1890年版）という本
の中で，このような新しい風紀li1｣化の1噸向をやや
残念そうに,「こういった占い栫謡歌いの時代は終
った。祭り的な機会も'|ｿ|冒格を変えた。雛会を祝う'要会はもうない。それに代わって収椎感謝祭，教

室でのひとり６ペンスのお茶とケーキ，敷金のM'１
歌礼拝を行っている」と書いている。
書き直されていくにつれて原作の味は残念なが

ら薄まっていったか、スコットランドは幸述なこ
とに民謡の擁!i哩荷として大詩人ロバート・バーン′ミロテ≠イスト

ズ（1759-96）をｲj̅し，事実，緋え歌作りとして
の彼の作,ＹＩは群を抜いている。バーンズは貧しい
農家に唯まれたが，まともな教f『を'受け，1786年
に敢初の!滞樂「スコッ|､ランドノノ言による‘沸蛙」
を出版した。それ以降，彼の成功は確l‘Iilたるもの
になったが．彼はスコットランド民謡の蒐繋と111
き替えは．郷土に対する責務と考・えて・切報酬を
受けなかった。そのバンズの才･能を雌初に見つ
けた人の一人はアフトン・口･ソジのスチュアート
夫人という人であった。バーンズはた人に感謝の
印として「アフトンの流れ」を献じている。しか
しながらバーンズがこの詩を献じた本当のｷI|手は
いとしの「ハイラント"・メアリー｣(彼か時の!'!で
そう呼んだ天逝した恋人メアリー・キャムベル）
であったのであろう（今ImIは詩の一節を削愛した)。
「美しいドゥーン川の堤」では彼がすでに蒔いて
あった詩をそれに当て，曲に合うように弁節の２
ｲ丁目と４イ丁目を２青節ずつ伸ばしている。一例を
挙げると

原詩２イｒ目Ｈｏｗｃａｎｙｅｂｌｕｍｅｓａｅｆａｉｒ？
改作 I I o w c a n y e b l o o m s a e f r e s h

ａｎｄｆａｉｒ？
原詩４行目Ａｎｄｌｓａｅｆｕ，ｏ'care？

写職＃＃
且

カ ウ ン タ ー ・ テ ナ ー ； パ ス ：
ナ イ ジ エ ル ･ テ “ ｲ ｸ ｿ ﾝ デ イ ウ イ ソ ド ･ ｳ ｱ ﾝ ･ ア ､ ｿ ｼ ﾕ

●はじめに
災|K|民謡（以下民謡とする）は近年、ザ・スコ

ラーズの恢奏会用レパートリーには欠かせない曲
'１となっている。それは民錨か時代や文化という
隙‘『#ﾃを乗り越える紫|Ｆ１:な魅力をイI̅ しているからで
ある。氏謡はまた学術的な研究の格好の対象でも
あり，曲と糊|#Iについての説明ばかりでなく，歌
詩についての幾分細かい解説もまたWllの角度から
新たな興味をひくことになるかもしれない。

●歌詩について
民謡の場合,IIIIそのものよりも歌‘寺についての

方か良く知られていることかしばしばある。歌I背
が有名な詩人によって書き直されている場合は特
にそうである。なぜ書き直しが行われたかと言え
ば，占い歌か蒐喋され，印刷される段階になって
「あまり下品で卑揺なのでそのままでは人目に触
れさせるわけにはいかない」（Ｓ､ベアリング＝グー
ルド1891年）ことか判明したからである。作詩
家でもあり民謡の歴史の研究家でもあるジェーム
ズ・リーヴズは，許の併謡歌いはジョッキ１杯か
２杯をもらって歌ったもので.「浮浪荷と兇倣され．
法による処罰の対象となった」と指摘している。
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れてＬ，ら歌力:二・〈少ないのは崔念なことである。
ニオLばウェルズロ升〈ｹｰｰ咋語トから英而汁への秀
オ[た翻訳か少ないことによるが．卜？又・オリフ
ァントｌｈの､ＬｌｗⅥ'()１１"即ち「とねり二の木立｣は
この美い､歌師桔伸を伝えようとした誼j､かJr1盲寺
人ﾉｱ'試み刀品も成功した例であ藍,。
イングランドゾ'大詩人の中には地方,刀に革詩を

吉き直した'」もじ一二,たりするこ‘Lに興味を持こ｣た
人は誰もいなかうだようで，改作,刀大部分はみこ
めなもﾘｱ''であった。「やめて．ジョン」は1草大な
セシル・シャーラ,｡の手にかかってｆ車意な蛮貌寺。
とげたが，披は全く〃」善意て‘二才[を学随て"歌うの
に良いMkにＬようとＬたく実際学校剛１１呂歌とし
てポピュラーになっだ)｡幸いなこ_とに．彼Uｱ'最初
の草稿がケンフ．'ｊツジーl<学グしア・ゴレ‘ソジ飼四
吉館に保存誉オ(ていたので．こげ『〕歌‘幻２人の男虫
は，栽会囚結婚式へと、、う結末に導か』Lるように
純粋な求愛とは趾壺〈，実は女f可亭主か舟IL,担に咄
てし,る間に直ならぬ関係を乗|_んでいた，という
こ上が士'かる･ここで，ザ・スコラーズは才１上．
ナルに近'､歌詩て歌っている。
二F７１民謡集に収められたイングランド民同舟”な

かで．多分晶古由ものは『スカーボロ・フェア」
と「恋人にリンゴを」である。前者は「堂するも”磧韓-(ﾉ拙には不可能だが,‘藍するﾉ‘､ｸﾙL,を
他得するたぬには遊行しなければなら蜜い）レー
股にﾛｻぱ↑唱樋輻の歌,ｒ'系統で辞]る。従者は菩Ur
「睡歌」で，中に串て来る巣物{ま_もる時には芯の
舞い１ンゴだ-ｺた｜｣，あ畳,時にはだぬのな心,閑I勘
（そ甑'当Ｉ寺は有ﾄﾉ得敷L，もめ）であったりする”
この側はドーセット』11,|シ七・一ホシーのJ･バローーズ釣
欺を"、モンド兄弟が19[１６年に記蹄したも”である。

「ク．'ノーンスリーヴズ」‘刀歌両寺もまたたいへん
古い．今日では，1584年に'1チャート．・ジョーン
ズか川叶(した「繩Ｊ'フ'ラウスの肖婦人‘‘Ｅ'薊い、白
,延風ペラーｒ」に収められﾌ皇l8j室刃持から孫らオ’
たも、が歌わ』Lている『‘同ヒヒ日，２人②英ロ最大
的詩人によって当かれた詩があを‘--つは壷イリ

改作Ａ､，ｌＲａｅｗ巳arv↑ｆｕ，ｏ，care？
史に，，く一一ンえか堀雌を手伝-]たシ"エムズ・

ジョンソンの輸Ｓ□)ｌＳＭｕ君I[aiMusﾋ11ｍ"の[|'に「ス
コットランドの釣鐘草」が収釣られてい農'，題に
なっている青い1,ざな釣謹形の花はスコ'ソトラン
ドと北ア１．ノLランドの原産であるけれども,歌詩
には一度も現わ#ない。歌は若い娘'力戦場i吉i了っ
ている恋人について問再形式を恥っている,

この民謡柴に収ぬられてい為1ｺか的スコット弓
ン｝.民謡中．次的３曲は．それま̅で仁醗!̅ﾌた占い
詩的改作である｡｢ライ妄の畑で｣1べ-ンズ)．「私
はニシンをお塩に漬けた」（ジヱー・ムズ・タイト弓
一'1747-1805])・『アニー・ローリー｣(スコ′卜
夫人<1810-1900])がそれらてある。その中‘ｱ)｢ア
ニ-．ロ-，リー」は初代マクズウェルトン準男爵
ロパート・ロ)｣1F'１，娘アンを讃えて，ダグラ
スという里性か1700年晤に吾|､､た詩であちが，ア
ン嬢はこの詩か物足|)なL，‘と忠一二‘たのか,PI4は周
すきると』閨､_ﾌたり雁だろうか（３番は全く時代が新
しいもみなのである1〃と、､うみは気J'好なことに
彼女'よ別‘乃人と結婚してしまった‘”であふ。

スゴ.ソト夫人は自分では否定しているが「ロッ
ホ・ローモンド」の|乍者であ商と|言しられてきた．
確かにそ〆)言葉は「パーバラ･アレン」鋤上みな
古い歌にしては意識的に．詩的にして感1『号的でふ
る「その「バーベラ●アしン」については，Ｈ記_で有搭なサ三ユエル．ピプ・スが1666年１月２日４７̅）
頃に，き_ツフ｡武,lく人が｢『バーベ｣１-．アレン」と
い-１南いスコットランドＦｒ)散を歌うり'-1を聞いた」
と記している‘心に強るこ'ﾉｱ'歌にはいみいﾉjな削
が眉-うていて．そげ)中には牧師詩人トマス・パー
シー(17291811の「現存する処I玉I古詩｣(1765)
に収ぬられた161空刀卉があり，現存:ftわｊ'ている
歌同Ｈよそれから取られたも'ｱ'で壺噌”又この詩は
今世紀何F目にセシ!Ｌ●シ式一ラ〆によ̅て'てアメリカ
のアパ寺チア地方でも採里さオ|ている。
散多く[刀美ＬＬ,ウエー、ルズ民舌か腰'''1で広く矧|ら
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われおれがそｵ[を苫i山から(刀逃避と騨齪しない限
卜)，低ｿ川人的な'|i罰みか見出せない。ニオ唾はむ
しろ逆な環境で良い仕事を題したスコット夫』J＼は
ロマンティックな恋‘L､にi缶れた曲「アニー・ロー
リー」を昔いたと言ｵ､れている．話と!_て最もす
ばらしいのはロパー｝・バンズが「美しし、ドゥ
ーン川の堤」グ)作曲について書いた逸話である。
ご‘了'曲は１８世紀のエティ皇バラとｱ'作家ジェムブf・
ミ弓一''作油とされてい島,が，彼はある時、音楽
家クラーク氏と同席|_て.「スコットランド的な山
を作ってみたいも刀だ」と言-つた‘、そｵ1-に対して
クラーーク氏は冗談に，「ノ､一プシコード”黒鐵だけ
を鯛､．ある一定”ｊズムを守りな毎い-そうす
ればその袖い陣かなえられるだろう」と言った「
ｆ旭離なことに，その,困りの1Ｊ法で草稿を作り‘
クラーク膳２，３<γ)手直しをしてもらうと新しい
美しい曲か出耶上った鋤てある『黒錘だけを1曲一つ
た結果としての五音古階かスコ’ントラント的であ
るというこLfr)．三れほと確かな祉拠か他に狼め
られるであろうか，
他〈ﾅ朏は全て作者不呵である．｢バーバラ･アレ

ン」は'」ンホルト博十によって初いて出lIhされ
f”「パーシの,自した音楽標本,(1850年け4)に収
められて↓､る･こ”曲は夷。ノトランドで邦茱与
れたもので．そ二では当時すてによく知られてし、
磑弗であ-つた。素敵なジグの曲〈１６～７１H-刊英匡ｌ
で樅行した６８拍子‘刀急速度で軽快なダンスの
曲)．「私はニシンをお塩に漬けた」は，エアーズ
の「更コットランドそ,”他の歌曲,聾緊｣11782年）
に収ぬられている山で．こ‘刀歌をスコ，トランド
内歌に数くてもよｈ,が．歌詩には16世紀”古いイ
ングラント語．スコットランド語ｸ'両ｈ-か出て〈
■丁

詞 ｡

われわれゾ｣歌の中で唯一のガエーールズＲ謡であ
る「とねりこの木立」は，こ,ﾌ〕地方,刀|云統的楽器
である”､一プ”特徴を表わしていみと言われて↓、
烏，それに関連してペトリ・コレクション」
に収められてＬ，る「ロンドンデリーの歌トがアイ

アム・シィ--クスビアの「わ-い，風だ雨だ」で，
帖L了暉」「十二侭」のエピログ'1結びI]I)とな
っている□もう一つの「眼差しだけで乾杯を」は
催、友人であり信奉音でもふったベン・ジョンソ
ン〔，〕手になるもＦ｣である『

「リツチモンド・ヒルの娘」〔可裏面古はほほ２枇
忙後のもす'てある｡「あの頃‘みこ‘上と｡も」武!中てジ
ョン・（"｣ントン旧11ょこうｊＬべてャ‘る。「こげ｣|1=笛
はアイルランド内弁!i曇上レナード・ナド‘'一で．彼
は1783年にロンドンにや←垂‘て来て．リッチモント'・
ヒノトに屋敷を構える富桁な弁譜上”娘ミス・ジャ
ムゞスンと恋に落ちる@i|k-kを讃えた詩てす-つか'１
は--Ｌな')，循女は父辛M,ｱ】反対に会って求哩背と
か叶ｨ再ちし，抽と実り為る幸隔な結婚生借を送る-
ｵ'れわｵLはまた父淵幻心か競徒には解け-て．２人
逢祝輻した三とを知る｣｡

●曲について
スコット弓ンド民謡に最もｌｆ.』田Ｌな特徴はヘ

シリ・く-セル(1659-95}以来．よく使われた
五言言晧リベンタトニ",〃）と「スコ‘ソチ・ス＋
ツプ」と岬ばｊLる快1丙な｡'）ズェ、と言って上ぃだろ
う。こげr'特世は２つとも「ロッホ・ローモンド」
と「故郷②空(弓イ麦由畑で)」て聞くことができ
る．侭者は，1759年に出脱ぎォLたブレム十一J7-)「ス
コ･ノトランド人〔乃碇律」中の「粉屋”耕婚式Ｊ‘と
いう題のこの歌詩とは‘E,ずＬも問i壷か歯い｡-つ
じｱ'旋律陣・-つ‘γ歌詩だけがあ畠へき竃という考え
ｊは，昌:”人々にはひと｡〈|境腐にl#にえたであろ
う．というのは彼らは曲を岳の時どきに応|_こた蜥
詩という新しい氏裳で鮒｣畠のがあた'｣前だと恩-．
ているか'と〕である．
われｵﾌれはこめ中のスコットラント,民謡"〕２人

或は多分３人ｸ)作由者ｸ'ことを知っている『‘｢アフ
トンの流れ」は1811年生まれ,ｱ:,ア'１グザンダ・
ヒュムグ'作曲で．肢嘩不辛なｊ､生の何年かを自
偵ｸ〕ためIqf中で過ごし，1856年睡貧”'I１にグラズ
ゴーで生暉を閉じた”値〔可穏やかな･旋律は，もし
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味と專問気を高めよう坐試みた。その結果お』つ
と小生意気な歌「故郷")空」の!'Iでハーモニーに
１つ２つの酌すらしい新機軸が見らｊｌ-るけｵ[と．，
士1仁的に|主こり了!録音には特に新しく聞三えるも
のはないと,啓.う。綿曲者が帷手を訂してもらった
ﾛ俳一のことは，不滅のシェークスピアの言葉を
語だけ変えさせてもらった二とである。つま'}「わ
れわれ〔z芝居は終った」がよ’l適切な「わ』(われ
の歌は緋.シた，になり、「また明日も賑賑しくお越
しのぼと“を」という＃-１吋である．
スコットランドとアイルランドの民謡Ｊ｣信沽と

その後の人気は．そｵ_それ土地出身'‘γ〕高名な詩人
に負うところが大き’､｡ｐパート・バーンズ(1759
-96）は多くの古いスコットラン｜§”歌に新!=い
昌寺をつけたが．そめ際，もとの歌的純粋件を矢オフ
ゼないように原詩(γ要素を巧みに眼り入れた｡｢蛍
の光」（昔〔可だ)は快'古き上りは感偶力;勝一ﾗ‘てL,る
歌であるが，今-回のアしンジはパグパイマ"的な効
果を入れて'西場的雰世l気に什立てていゐ。

トマス・工､ア(17791952)の､IrishMelDdies〃
は当時も今も人気があり，生涯目|判から抜け出せ
＊かつたバンズとは対照的に多額”収入をもた
らした｡｢庭の千草」グ〕メロディーは同じくらい古
いイングラント‘のメロティ｢春の日の花と輝く」
よりはずっと純粋にアイ凡ランド産といえ愚。後
者はしばi_ぱ艶芙的な歌詩て"歌われ-ていた。

『ホーム・スウィート・ホーム｣<埴生の宿）は
ヘンリー・ヒショゾプfl786-1855)作曲．ジョン・
ハ『７-ドペイン11791-1852)台本的オペラ帆Ｔｈｅ
Ｍａｉｄ,二IfMilan’!ミラノの血-１の中でヒロインの
アラー'｣が歌うもﾘｱ'であるが，この歌だけがたち
ま角ヒットして，今日でもセンチメンタル過ぎる
上言オ)オ［ながら人気を侭っている。
二のしゴトに収められ』た歌はいわば￥・スコ

ラーズの愛ﾛ昌民謡碓であるが，今まて知らなか三」
た計tもそ〃〕弄晴らしきに魅丁彗１１るＬ、まず三聞き
男れ走曲もますますそめ良さがわかってくるであ
ろう『

’１シシ１．′､-プに合うか上‘うかは明らかで'ない
か，こｱ'絶ﾙしきメロテ‘イに満足な歌詩が今まで
に吾かれて↓､ないので，ここて･は，バシ・グ
レンジﾔｰ刀|ｻ｣にならい４声部‘''１歌許のないＩ′、
ミンケリ，'｝雨曲を|-た。
ここでわ奴わｵ[が名前を挙げなげｵLはならない

イングランドノ、刀作曲'兼はジェムズ･フ,ソク17
461827）で．催の作曲になるｒリッチモンド・
ヒルの娘」は彼が作ったといわれる２千曲余め中
‘ｱ'ただ１曲であみ，「ある朝早く」聖「リンカーン
シャーの密猟者」は共に19世紀前半,刀労働者的間
で非常に人気が藤〕った曲で，催若は収穫祭グ'祝宴
でジョージ４世｛血位1820-30年）グト制l前で数百
人の合唱-て'歌わｵ［たとい-１。「眼差しだけ-で乾杯を」
は初岐,３両部‘γ)グリー(18世紀に流行した主とし
て無件奉で男声迩什の３部以上《ま｣合唱曲）として
現ﾎｵＬた。『ボビー・シャフトー」はノーサンブ'」
ア内１､ペイワ、と、、う小岻'1の,ざグパイプを欄毒する
イングランド北東部で今てもよく蝋ｫうれる。そ、
ため，.、〈つかの栴曲lに見られ器ようなバグパイ
プ風ﾘ，)接続低音効果が聞かれるだろうハ全く異-つ
た性椿を持つように見える次の３つの曲「スカー
ボロ・フェア｣，「グリーンスリーヴズ』．『酔っぱ
らいの水夫」か全部に共趙なものを１つ持＝うてい
る。すなわち短音階の第６音が半音高い「ドー'」
ア腱濫」で，イングラン｜ざ民謡にはよく使われる〔
これら的歌‘ｱ'夢〈ﾉｱ,版て"はそ,ｱ'第６音を元に罠し
て苦'由‘『)理音階にする傾向にあったが，現代内棉
曲若の意見て'はそれは歌切本性を損なうものであ
るときれている。こ'-1民謡柴では「酢っは,らいの
水夫｣,｢I Iシカーンシャーの密猟者｣，「アニー・
ロー１-」の３曲だけか「転調」とk，う技法を捕
って湘曲ぎれている。この技法は民謡,刀ような累
卜|､な歌ｎ件酉些は合わないもので．あまり度重な
ると|よきに退肥になる。しかし二二ではあるム
トが凹要でお')．そう'することで曲を不自然な型
には釣為ことばないと思われた釣で，ハ千ニ
とテクズチャを変えることで歌ぴ｣もともと内意
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〔田中亮三〕

〆〆 ●いくつかの歌について
曲全体についてはロビン・ドウ．トンのかなり詳

細な解説があるので，ここでは日本人の目から見
た若干の衲足を加えたい。
ア ニ ー ・ ロ ー リ ー ぁ L た
これもわか国でよく知られた州で，朝蕗置く野

のしじまに／いとしアニー・ローリー．君と語り
い，は堀内敬三訳である。

アニー(16821764)はサー・ロバート・ローリ
ーの娘で，恋人ウィ’ノアム・ダグラスは父親の政
敵であったために恋は実らず，のちに別の男と結
婚し，周囲の人々から慕われ82歳で天寿を全うし
た。アニーの実家マクスウェルトン・ハウスはス
コットランド南部ダンフリースシャーにあり，近
くのグレン・ケイアン教会に彼女の墓があるという。
ロッホ・ローモンド
曲中では音符に合わせてローモンドと歌われる

が，通常はロモンドと発吉される。Lochはロ､ソホ

●英国民謡とは
英国という国の中には，はやく言えば３つの圧｜

かあるようなもので，例えばイングランド，スコ
ットランド、ウェールズの各代表チームが戦うラ
グヒ､一の試合が『インターナンョナル・マッチ」
と呼ばれているのは示唆的である。英文学とか英
|{1民謡の場合には，この３つに約半世紀前独世し
て今は英連邦にも属さないアイルランドが加えら
れる。又，そのおのおのにナショナル・ソンク､が
あるわけだが，古来「芸術に'11境なし」といわれ
る通り歌はI'l1ilにｲ11互交流をして，出身と現ｲI;の
所属が異
階やリズ
イリか1適所

この氏
ている歌
もとＬ1本

る歌もある。それでも各地方に特ｲJ-のハ

’

三

口

』

が



j<'よロッみ，と発音当れ．湖や拙置く切れ込八=だ人
川を指す。英|玉'ぬ'胡は．スゴットラント．にi斤い北
東部の湖水地白以外には｝乳とんと〒なく，特にスゴ
ソトラントには救多くあ-.て．そU'｣ほとんどすべ
てにロッホが付いており．ロ本てはロッホ・ネス
か伝説ﾘ鰐I｣圭獣ネッシーと共によく知られている｡

こげ曲ﾉｱ'みならず．この民話串に収釣ら』Lたス
ゴ“トランドの歌に共通して操ﾄ〕理Ｌて出てくる
言葉が鐺つか‘為る.例えば.y!)nllyonder)(li'1-1uT')
b･mnie(艮い，きオL［‘な),banksandbraes('是と
士手の斜面),Rle' ' (引用)､lassie(娘)､iaddieI-府
昌）などで，：1t詩は一般に単純で．ロ吾呂や調子を
合士,せるた釣に思い切った肯略がなきれた')，ひ
き伸ばすた釣に営味”ない埋め草か性われたI）し
て，内再的にも大した.當味はない。なんと言って
もメロテ≠ｆ-がきオLいなことと調子が良いことが
この極の敬〔力市要な要素で，ｕ卒ﾉ、がillHi,女，＃１
れ，旧が堀出すも歌謡曲を，怠味を考えることも
なく聞いたり歌ったりする‘ｿﾄとなにか通す島もの
がま,るげ)だろ’。又，気のせいか恋を･得た喜び釘
目1tより，課､ｵ>ｵﾋな失恋の歌'工'方が多いよ-]だ-
故郷の空

夕圭暗j'=て科凪,欺き／月影落ちて鈴虫鳴く／思
えば〕宝し故堀い王ああ小か父母いかに在す，と
いう歌は．明峅初年を駐台にしたテレビ・卜号-
「はね駒」て'も主人公の少女が歌っていたが，′１，

学唱歌に収由られた大和田達樹銅詩は，原作とは
全く関係がない。リズムも異っていて、椴骨奪肝」
し-て自分のも')に造'１変え愚日唯ﾉ、‘”特技が．二
二にも表れている（またドリフターだが「全員巣
合」-で目it-うていた「説かきんと誰かざんが麦畑／
いちゃいちゃＬ-ｒいる．いいじゃないか」はなか
なかの名訳であらと感心した)｡
スコットランドの釣鐘草

題名もメロディーもよく知られて',､るためにか
え-’て歌詩に注音を払わないせいか，題名の可愛
『,しＬ,がごくあｌｌふれた草花の名が．歌詩'r'内在
には辛く閏係のないこ‘吟に気がつか鞭い､叫I鳩に

行った恋人の自とを娘にたずねるという同仙刀:1ｔ
は敵多くあるが，′、イランドをヒーランドと発音
することでお国計ﾋﾄ山刀‘|軋味を｡つけ-でも‘る、
アフトンの流れ
民謡はお国丙1上りを価っている場合があ患が.ザ・

スコラズは方言の本当師音が般の人にはきた
なく聞二える恐れの才〕る時は周主|lに変えて歌-うて
Ｌ‘仁０

日化で｜菰上lでf,よく知J'｣オ［てい農］「アブl、
ンの流れ」と歌訂|ロパート・バーンズ）は同じ
だが，曲か全くちがう。一般に知ら#［てＬ,ゐめは
スピルマンとい-1人の作曲増が.≦(刀民謡栗-ては．
-F I｝ｸｰ暖ﾝグー･ﾋｭ ｰ ﾑ ｸ ｰ曲て"眠っている。だ
が聰L,てみると同上３拍子でアブトン釣生生流韓
が良く映ぎれた美しい曲であるこ,とがｵ可か畠。印１
部スピルマンも出に知らオ1-ログ'端にのぼる‘みはあ
の１曲庖叶のようだが．ヒューェ､も不遇内生寺
送った様子なので，二の曲だけはザ・スゴラズ
を通して:{tいつがれていくことだろう。
美しし，ドゥーン川の堤，とねりこの木立

２曲Ｌも1両れと岸辺を歌壺,ているが，前記アフ
トンやロッホ‘ローモンドな上・川．岸辺，湖，芹
間を:{tったものがスコ､”トランドに多いのは，イ
ンフ・ランドか概して平坦で，水が描掴と流れら川
や嶬仔がばとんどないめに、２，コ･ソトランドは湖，
棋痂，峡谷に患まｵ1てい器せいて"あろう．
スカーボロ・フェア
1960年代にサイモンとか-ブテンクルが歌-うて，

わが岡でも大流行したので，催らか映画'̅‘ﾄ業」
ぬために作詩作曲したものと思ってL,る人が多い
が，歌詩を･説むとこれが現代グ)ものではないこと
が一目でｵ､かる･前記的２人はこれをスカーボロ
と発音しているが，三れはイングランド”ヨーク
シャー北東部の小都市ズガーバラ‘γ〕ことで，フェ
アは今日て･は年に一，二度定期的に巡回して来る
移動世嗣地ぴ〕ごとだか．こぬ場合は巾|廿から行わ
れていた定期市て㈱、近隣から‘｣生鮮食料向![‘”よう
なものばかりでなく、遠方時には海外からも商人
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たちが布，穀凱塩演けの魚なと“を運んで物資の
流通を行っていた。各節の２行目にくり返し出て
くる､､Parsley,sage,rosemaryandthyme.〃はハ
ーブ(薬味杣物)を売る人道I萄人の売り声である。
この歌詩は言葉通りナンセンスで．縫い跡のな

いシャツを作れ，水のない泉から水を汲めとか無
瑚難題で，竹取物語のカグヤ姫か要求する仏の汀
鉢，燕の了安貝などと似ている。
リンカーンシヤーの密猟者ｴﾝｸ ﾛ ｰ ﾝ ｬ
１８世紀英l'1では資本家たちが州い込みで農地を

拡帳するために森や林か伐採されたため，それま
で狩猟の挺物だった鹿が椎息地を失って減少，狩
猟はキジ，ウズラ，兎を銃で撃つ形式に変った。

チ エ ズ

i‘t族や金持ちはう｡ライベートの猟場を持ち，猟場
番をi苫いてキジの養殖をさせ，密猟街の警戒をさ
せたか，雌悪の密猟閥･は猟場番であったという。

やめて，ジョン
ー般に世の中がお行儀良<わけ知り顔の現代と

違って18世紀や１９世紀初頭は，人びとの性に対す
る態度はおおらかであったので，当時の歌はおお
っぴらに性ｲ丁動が歌われていた。近年性について
のタブーがだいぶ解禁されたので，ザ・スコラー
ズも文部省推戯照りの歌詩からオ'１ジナルに戻して
歌っている。航海で不在の船長の姿を口説き，当
初は「ノー」と言っていた女か，ついには床を共
にした挙ｲﾘ，１期になっても解放してくれないとい
う艶笑小話的な歌。
わ一い，風だ雨だ

ンエクスビアの「十二夜」の敢後に、登場人
物が全員退場して道化だけが残り，「本Ｈの私ども
の公演はこれにておしまい。また明ｌｌも粘一杯呰
様お楽しみいただきますから御来娚のほどを」と

Ｆ ｑ

饗
鰯
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いう侭口上で．当時‘乃芝届の多くは旅廻i'て宿屋
、中庭で演し，劇場の場合でも１７世紀”半ば以降
ｇｒ'調緑群fiと異り幕がない,ﾌ〕で．こうい布具合に
終演を告叶た。レオンカヴァ!Ｌロの歌劇｢i百化帥」
で主人公の道化を閥じみ旅芝居‘刀座長カニすが，
嶬蛆から妻上乃ﾈ･ｿﾀを舞台的上で巾Ｉ段して.｢皆ぎ
ん，芝居は終')ましだ」と！、う古訶も幕引きとし
ては同上である。ここで，ザ・スコ弓ズは「芝
居」という言葉だけを「歌」に替えて歌-うている。
蛍の光（昔の友）

「蛍の光」とし-て鞭Ｉ)にも有名で．卒業式船
出，パチンコ屋由閉店といろいろな機会に善まざ
まな感慨で聰く曲だが，原詩は｢サオルター・ズコ
､ソトと並んでスコットランド人にも-ｺ‘上も敬愛善
ｵ'L烏詩人ロバート・バーンズの作である。バーン
ズは農家に生まオL首しい農民として47年の樅曄を
終-コた詩人で．素材にも言葉にも強烈な土着性が
為り，スコ“，トランドハ伽い地〃計ﾋﾄﾉを故意に使
呵している刀で．柿岬英語に閏''1れた耳や目にはま
ことにわかﾄ)にくい。明論14年に'1,学唱歌串に入
れられて王見在でも歌ｵ>れている］.２掛釣歌詩が:l」
離左歌っているのに，バーンズツ)冒寺は旧攻との再
会‘r'宮ひ巻歌っている。‘ところが再会を敬って喚
凸こぐ工仙を歌うｱ'はやは')別れの時で、一同か軸
になり各人が碗を削で交叉苔せ．右手で迂隣ﾘﾘｱ’
左手を取')，左手て'右隣りの右手を握って一種②
ﾉ、問の軸を作る。歌いながら前進して輪を縮め定
'１．後退して桔をi上くげたりＬなから歌'”テン誼は
徐々に１曲まり．最猪の'1ブレインはかなi)の1壺碁-て'心行くまて'諜退きれ日Ⅱるく終る。‘とかくしめっ
ぽくな｜)が角”:jｵLの嶋面を罐顔でつくろおうと
する、が．いかなる戦況でもシ’１アスに巻ること
寺避けようとする菫国ｊ､(乃知忠であＩ),T夫てあ
る”だろう。もう一つこび)歌で想い出ざｊＬるみは
大晦日刀頁便中，ロンドンのセント・ボ几寺院
止面の{,段であみ。そこにスコットランド,'Ⅱ身者
が焦って来て並び，Ｔ前零時,７瞳を合図に斉に
この歌を合唱する１日本の千しピが一斉に「叩く

年くる年」に切'1変わる瞬間に，奨国のテレビは
セント・ポルの円軒と石段を映Ｌ出す。元旦を
ク｣スマス休日閲のつづき位にしか思ってないイン
グランド人とちがって．更コットランドヘには古
くから新年を呪う吾|肖があると二ろに,iT<年を
‘|昔しみ来る年を喜ぶＨ卒人とｲﾛＩか共通のメンタリ
ティーがあって，我？が「スコットランド」とい
昂古に感じる懐しさ、要阿仁な-.ているのかもし
れ＊,､。
庭の千草

原詩は.「春め日『,花Ｌ輝く」‘と'百]ヒトマス・ム
アの作品て"あるか．出汁｢17年に'｣､学唱:Ii集に収師
られた “唾 ”千草もむしのねもかれてざびし
〈な'」に↓十り･……〃という歌詩て親Ｌまオ'てき
た。北‘)田の夏グ,綿｜)'〕寂しきを日卒語に表現す
る際に，〃ぐうを菊に変えた先ﾉ‘,内感覚と知忠に感
服すみ。囚みに菊は円卒の国華てあるが．萸国の
|土|革はバラである。-Ｊ)曲はブロトー釣歌劇「マ
'しタ」にもアリアとして|班われ，古今の私化たち
が美しいコロ弓卜庁一予・ソヲ"ラノ存聴かせてき
十、
Ｊ ｑ

ホーム・スウィート・ホーム（埴生の宿）
埴生餌宿」といえばだれでもオ)かるこの曲を，

英国民孟と呼ぶのには少々問題があ畠。作詩した
ペインはニューヨーク生まれ飼俳1‘受，劇作家，詩
人で．１６旗でパ１１にテ"ピュー，２１歳でロンドンに
滝')演劇唯誌”発行を1_たり戯曲を書いたi)して．
60韻でチュニスの領‘揺に任命ぎれ翌年死ぬという
この歌‘死'作詩者にふきわい､放浪と波乱の生朧嗜
送つだといわれ器．作曲者ビショップは英国人だ
が，実はこのメロ千.,〃一はペインウイイタ｣｣ア師豊
美'１歌-うシチリアヅ'歌壁聞き覚えていたのを、ピ
ショッウ.が曲にしたということで６盗作とか票崎
とかいう非靴か出たとにえられるが，今風に言え
ば「多王膀」收謡であら･しか|_その出生がどう
であオヒ．またあまりにもセンチメンタルであると
いJ司れようとも回境を超えて人々の,L,に口咋′こぬ
ノJを持三,てし、るこ上にばかｵ>りなL,｡
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●ザ・スコラーズ1こついて
1979年の輔11111から1986年１）lでザ・スコラー

ズの米Ｈは５庇１１となった。この神の地遊な〃(奏
i,呵動て･は'勝発的に人拭が柳いてi,Miii札|卜めになる
ようなことは戦めないが，と．の＃(柊会でも（:乗か
本』'1に好きな人たちか彼らの妙なる噸|'剛こ聴き入
っている。
世界的にイ】.名なケンブリッジ人′,ｆ:キングス・ｺ

ｰ ﾆ ｺ ﾗ ｽ ･ ｽ ﾌ ﾗﾚﾂｼの聰歌隊奨′､椎'ｋたちか輪めたこのクループ
も次々にメンバが入れ杯わり，５度の米'1でも
命〈lIjlじメンバ-て｡あったことは１庇もない。２
度'１まではバリトンか入っていたし，イギリス民
謡雌『グリーンスリーヴス』(CC383076)のレコ
ーディングのH,¥は，、ノプラノがシーラ・モリニュ
ー．２枚１１の『災しいフィリス』(マドリガル蝿）
(CC333323)ではボーラ・ボッ｜､．そして現ｲ|；は
キム・アムブスとなっているか，このグループの
ｔｆ}ﾔi-を成すテナ，カウンター･テナー-．バスの
３人はイ､鋤のI、リオ．ロビン・Ｉ､ウトン，ナイン

エル・ティク､ノン’テ､イ『フィッド・ヴァン・ア･ｿ
ｼｭであり，この3人で尚:楽1mを文えてきたと‘i
ってもよいだろう。この3人の役荊分ｲ11とj哩繋は
絶妙と言ってもよいものがあり，繊細な神絲の時
iiで卉楽学荷でもあるロビンは汗楽儲仔的硴場に
あり，’ノーダー格のデイヴイッドはグループのス
ケジュルを管理し，特にすぐれたユーモアのセ
ンスを持つナイジェルは良い雰併I式を保たせる調
終役である。'現ｲl;のソプラノの驚いキムは和lHに
lill〈ノオ『のようで，これからますます隣きかかかる
ことか期待できるし，他の３人は蒜い彼女を妹の
ように淵<かばいながら．入念な折禅をつづけて
いる。
尚このディスクの国から国までの４曲は，クル

ープの１１１能‘性を広げるため冒険的な試みとしてﾉⅢ
わったメゾ・ソプラノのシーラ・モリニューと，
２座'1の来日のlrI:前までlfl営・I'|動!｛〔の技術渦・だっ
たバリトンのフィリッフ.・オレイリか参加して
いるか，今は２人此グループを離れている。
彼らのレパートリーは民謡とマドリガルだけで

なく，ヨーロッパ各lFI，各昨代の歌，現代的in1梁
ジャズ，ポソプスに及んでいるので，さらに多く
の米Ｈと多様多彩な椚躍を切に祈Iﾉたい”
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｜

｜
世界をくまなく歩いても行き会うことのない
天上からの魔ﾌﾉがそこで我らを清めてくれる。
我が家，我が家，懐しい家。
そこにまさるところはない。

家を離れた流浪の身にはこの世の栄華も空しいもの。◇
あの*１１末な草儲きの家をもう一度与えておくれ，
坊ねるたびに陽気に歌う小烏たちを，
何にもまさる心の平安と共に私に与えておくれ。

Ach4lrmfrOmIheskie､計eﾋm3lohjllowuSIhcrc
WhiCh，門eekIhro'1he帆，oT1d,isnccTmeIwilhclSe帆herC

HOme，ｈｏｍｅ，ｈｏｍｅ､sMeeIhome1
There'§nopluceⅡkehome･

Anexilel､rumhomespIendor“zzl“ｉｎⅧ1,.
0h．2i,emem,;ｌｏｗｈ【h{iIch､dcoI〔age幽幽ln1
TheblrdS5inging型ｌｌｖ､Ｉｈ４ｉ〔cameaIm》'cilⅡ-
ＧＩ,emｅIhemwiIhIhep“ceo｢minddearerthmnall,

ｑ

対訳 : 田中亮三
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24ページから31ページまで、歌詞は省略させていただきました。
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なお，このアルベム．タイトル②！!EmglishF口ｌｋＲ‘皿嘩”i土．邦晒”「イギリズ､民

謡集」に基づL，たもグ〕である。雄密に言うと‘旧ritishFI=h!kSn1l9ざ､か，'EngliShFolk
S[mgsandothers”とするべきかもしれないがここでは慣例に僻］た̅
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アニー･ローリー/ザ･スコラーズ
田アニー･ローリー．．･･･3.77.回スカーボロ･フェア
2｣ロツホ･ローモンド･･3'07．（スカーバラの縁日)･3'5４
亘バーバラ･アレン…3'3．［回リンカーンシヤーの
亜 故 郷 の 空 密 猟 者 … … … … … ･ ﾌ ４ ９

（ライ麦の畑で)…･756.画眼差しだけで乾杯を2２４
回スコットランドの［Ⅲボビー･シャフトー…．Ｏ'４８
釣鐘草“…．”……747-「耐グリーンスリーヴズ“2'4４

回アフトンの流れ･…3２０
回私はニシンを
お塩に漬けた．…･７'２４

回美しい
ドウーン川の堤･…2４０

両とねりこの木立･…２２６
ｍロンドンデリーの歌
（ロンドンデリ
の流れ)…･……“･３０２

囮ある朝早く.……･…･3'７６
画恋人にリンゴを……ﾌ'５６
ｍやめて､ジョン……･･2'3（
画酔っぱらいの水夫…7'４５
薊わ-い､風だ雨だ…･･２４（
２１リッチモンド･ヒル

の娘……･…………２α
西螢の光(昔の友)…･･3'Ⅸ
西舂の日の花と輝く…2.2（
函庭の千草･…･･･……･３３４
万ホーム･スウィート･ホム

（埴生の宿)……･….3‘2〔
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