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デューク・エリントンの包摂性にみる 

キリスト教的博愛精神と平等主義： 

音楽・人種・国の壁を越えた懸け橋として 

 

15L029 大屋 侑可 

序論（１）問題背景 

私が尊敬し、大好きな人物の一人にジャズ音楽家「デューク・エリントン（Edward Kennedy 

"Duke" Ellington: 1899-1974）」がいる。作曲家、演奏家であると同時に、ジャズビッグ

バンドのオーケストラリーダーであった彼は 1899 年にアメリカ合衆国の首都ワシントン

で誕生し、1974 年までアメリカ社会で活躍し続けた人物で、ジャズ界では言わずと知れた

巨匠であり、また、新潟の国際親善名誉市民でもある。私は高校 3 年生の時に彼の存在を

知り、それ以降は、何か辛いことがある時、また、大学でビッグバンドを立ち上げた時に

も、彼を拝むようにしてジャズビッグバンドに打ち込んできた。彼はおおらかで、多様性

に寛容で、いつも笑顔で、私に元気を与えてくれた。彼のことが大好きな私は、彼が生き

ていた 20 世紀のアメリカ社会や、当時のジャズミュージシャン、また黒人史について、

アメリカの歴史学専門の教授のもとで学んできた。そこで目の当たりにしたのは、黒人差

別の悲惨さだった。とりわけ奴隷制度下にあった時代の黒人は人間として扱われず、音楽

をやめさせるために腕を切り落とされることも当たり前、黒人を殺しても罪にならない、

そんな恐ろしい世界だった。1863 年の奴隷解放宣言発令後 100 年をかけて、彼らは少し

ずつ白人の味方を増やし、キング牧師のような信頼される黒人指導者が誕生し、黒人たち

は公民権運動を起こすこととなる。 

黒人の人権を確立するために熱狂的に戦ったチャールズ・ミンガス（Charles Mingus: 

1922-1979）や、チャーリー・パーカー（Charlie Parker, Jr.: 1920-1955）などの多くの

ミュージシャンとは対照的に、エリントンは常に冷静で優雅だった。数多くの白人聴衆や

ビジネスパートナーたちを敵に回すことは一切なかった。それは時代を生き延びる処世術

ではあったかもしれないが、同時に、寛容とは言い難い社会で異文化の間を繋ぎ、メイン

ストリームの社会に包摂を促す機会を与えていたとも言えよう。このようにエリントンと

いう人物は、人種、音楽、国々をつなぐ、「懸け橋」のような存在だったのではないかとい

う仮説を立てた。現在、アメリカ合衆国のドナルド・トランプ大統領をはじめとして、様々
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な国・地域で、自国の利益を最優先させる自国主義の考え方が蔓延している。このような

時代に、本論文では、エリントンが生きた 20 世紀前半のアメリカ社会の人種観とその中

を生きたエリントンやその周辺の人々の社会的役割を分析し、とりわけ晩年の活動に繋が

るエリントンの「懸け橋」や「多様性に寛容」な生き方を多くの人に提示したいと考える。 

序論（２）黒人史とジャズの歴史 

ここで、簡単にアメリカ社会の黒人史とジャズの歴史を概観する。まず、アメリカへ初

めてアフリカ人奴隷が連れてこられたのは 1619 年である。その 60 年後の 1680 年代にア

メリカへの奴隷輸入が本格的に始まった。それ以来、180 年以上にわたって奴隷制は続き、

エイブラハム・リンカーン（Abraham Lincoln: 1809-1865）大統領の登場と、南北戦争を

経て 1866 年にようやく奴隷制度が憲法修正 13 条によって廃止された。しかし、アメリカ

南部においては、奴隷制度が廃止となり奴隷制度はなくなったものの、黒人差別が南部諸

州の差別的な法制定によって続いた。また、南北戦争後のこの時代は南部においてはレコ

ントラクション（再建）に始まり、北部においては工業化が進んだ時代である。奴隷制が

憲法で廃止されて 33 年後の 1899 年、エリントンはこのような社会の中、東海岸の南北を

分ける中心である首都ワシントン DC で誕生した。 

南北戦争後も黒人差別がはびこるアメリカ南部社会、ニューオーリンズ（南部ルイジア

ナ州）でジャズが誕生したといわれている。そして、1920年代半ばには北部大西洋岸のニュー

ヨークでビッグバンドジャズが確立した。1920 年代は白人によるジャズが盛んになってき

た頃で、毎晩のように白人客相手のダンス音楽を、白人ジャズミュージシャンが演奏して

いた。このように白人のスウィングジャズが盛んになる頃、1929 年 10 月、ニューヨーク

の株式の暴落が引き金となり、大恐慌が起こる。アメリカ社会全体が不況となり、民衆も

音楽を聴く余裕がないためレコードも売れず、ジャズミュージシャンは経済的苦境に陥っ

た。また、1917 年のアメリカの第一次世界大戦参戦によって、ジャズミュージシャンたち

にも徴兵が及び、多くのバンドでメンバーの引き抜き合戦が激しくなり、人員不足が起き

た。また、戦争のために、大人数を抱えるバンドでは移動用のガソリン不足に悩み、また、

レコード会社が休業するなど、多くのミュージシャンが大打撃を受けた。 

1940 年代に入り、第二次世界大戦終結後、アメリカは世界一の経済大国としての繁栄の

時代に再び入る。1950 年代には国民の生活水準が上昇し、第二次大戦後の「帰還兵法」に

よって人種や民族に関係なく保証された元兵士たちの無償教育機会や就労支援、低金利ロー

ンが功を奏し、黒人を含む労働者の中産階級化が進む。戦後、NAACP（1909 年に設立さ

れた全国黒人向上協会）は、初等教育機関の人種統合へと目標を転じた。戦後、アメリカ

の中産階級社会に入ったこのような黒人たちは、公立小学校での人種分離を争点とした1954
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年のブラウン判決、アーカンソー州の高校で生徒を守るためにアイゼンハワー（Dwight 

David Eisenhower: 1890-1969）大統領が軍隊を派遣するに至った 1957 年のリトルロッ

ク事件などを経て、時には生命の危険にさらされながらも、アメリカ社会における人権を

取り戻す運動を続けた。これらの運動が 1950 年代 60 年代のアメリカを揺り動かす公民権

運動となっていく。アラバマ州のモンゴメリーでのバスボイコット運動を契機に、公民権

運動の中心人物となるキング牧師が指導者として名を広める。キング（Martin Luther King, 

Jr.: 1929-1968）牧師による運動は、当時のテレビやラジオの普及に伴い、国際放送にも

載せられ、アメリカ全土どころか世界中に知られることとなった。同時に、テレビ・ラジ

オを通して人目に出ることの多かった黒人ジャズミュージシャンも、積極的に公民権運動

に参加した。後述する通り、このミュージシャンらはそれぞれが選んだ方法で、この運動

を戦っていくこととなる。 

 以上が公民権運動までのアメリカ社会における黒人史とジャズの歴史の簡単な流れであ

る。 

序論（３）問題提起と本論文の独自性 

さて、音楽面において多大なる功績を残したデューク・エリントンの歴史的な評価とい

えば、もちろん音楽面について語られることが一般的である。例えば、2008 年に 72 歳で

逝去した日本のジャズ評論家の草分け的存在である大和明は、「実力派の黒人バンドの中で

もとびぬけた存在として、数々の偉業を打ち立てたのはエリントン楽団であった。第一級

のサイドメンを擁し、メンバーの出入りも少なく、エリントンはこの不動のメンバーを完

全に掌握し、メンバー各自の個性を活かしながら、他のオーケストラには求め得ない重圧

で質の高い色彩感溢れるエリントン・サウンドを創造していった。そして単なるダンス音

楽を超えた、鑑賞に堪えうる新しい音楽芸術を次々と生み出した」1)とその高い芸術性を

評価しているし、また、新潟県出身のジャズボーカリストである丸山繁雄は、「結論から言

えばエリントンは、特定の何時代を代表するわけでもなく、特定のどのスタイルを代表す

るわけでもなかった。エリントンは常にエリントン・ミュージックをとして、その長大な

活動期間のすべてにわたる全時代を代表し、アメリカとジャズ音楽そのものを代表する偉

大なるジャズマンだったというしかない」2)とアメリカと世界の音楽史におけるその強烈

な独自性を賞賛している。 

このように、エリントンを評価する者たちの多くは、何よりも音楽面において彼を評価

する。ジャズ界では言うに及ばず、エリントンはジャズのどのジャンルにも属さないエリ

ントン・サウンドを確立した人物であり、また、17 人で演奏をするビッグバンドスタイル

にジャズの醍醐味であるアドリブ要素を組み込んだ人物だ。しかし、エリントンと共に演
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奏をし、彼と深く関わった者たちは、彼の人間性について語ることが多い。エリントンの

楽団と頻繁に共演していた、ヴォーカルのエラ・フィッツジェラルド（Ella Jane Fitzgerald: 

1917-1996）は「彼は一度として他人の悪口を言ったことはなく、いつも明るく微笑みを

浮かべていました。どんなに疲れ切ったときでも、それをおくびにも出さず微笑みとシャ

レた言葉で人々を和ませました。デュークは本当にビューティフルな人でした」と語り、

エリントンのバンドメンバーだったソニー・グリアー（William Alexander “Sonny” Greer: 

c.1895-1982）は「彼を知るには愛さなければならない。この言葉はデュークにぴったり

だった。彼がやってくるとその部屋全体が明るくなった」と、また、同じくメンバーのレ

イ・ナンス（Ray William Nance: 1913-1976）は「私は彼ほど慈悲深い人を知らない」と

発言している。3)このように、エリントンの近くにいた人々ほど、彼の豊かな人間性につ

いて語っている。 

 本論では、この博愛精神豊かなエリントンが同胞だけではなく、全ての人へ愛を注ぐ人

物であったことに注目する。この一つの表出が、新潟地震が起こった際に、日本ツアー中

だったエリントンがチャリティーコンサートを設け、新潟に対して寄付した多額の義援金

であったことを、新潟県民は決して忘れるべきではない。この支援を契機に、エリントン

は新潟の国際親善名誉市民になっているのだ。このように、それ以前にはいかなる縁もな

かった新潟を支援するエリントンの博愛精神が、音楽、人種、国を超え、様々な文化や価

値観を超えて世界を繋ぐ懸け橋の役割を果たしてきたことが、それ以外の様々なエリント

ンの経歴からも読み取ることができる。この論文では、エリントンの出自や経歴、若かっ

た頃からの異人種・異民族との音楽ビジネスを通じた関わりを概観しながら、エリントン

の博愛精神がどのように育まれ、そして公民権運動の時代のアメリカや、地震からの復興

を目指す新潟に働きかけられたのかを論じていく。 

本論（１）エリントンの光と影―黒人としてのアイデンティティと誇りの

確立・社会的マイノリティー受容と多様性の涵養 

(a) 生い立ち 

 エリントンの生い立ちを見ていくと、彼の幼少期こそがその人間形成に何よりも深く関

わっていることが窺える。「人種の違いなどはなく、人間はみな平等に神に愛されている」

という考えと、「黒人としての誇り」を持つことを、幼少期の体験を通して、エリントンは

その身体に沁みこませていった。 

エドワード・ケネディ・エリントンは 1899 年 4 月 29 日、ワシントン D.C.、T ストリー

ト 1212 番地の、黒人社会の中で最も恵まれた家庭の一つに生まれた。エリントンの父親、
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ジェームズ（James Edward Ellington）はかつてホワイトハウスの馬車の御者を務め、そ

の後、医者の執事として働いていた。その後、海軍工厰で青写真を作成する仕事に従事す

るが、この世渡り上手な父親のおかげで、エリントン家は黒人家庭としては最も恵まれた

家庭の一つだった。そして、母親のデイジー（Daisy Kennedy Ellington）は過保護なま

でに、エリントンに愛を注いだ。小学校の時には、エリントンに気づかれないように毎日、

登下校を見守っていた。そんなデイジーは、エリントンが幼い時から、神について説諭し、

「エドワード、何も悩むことはないのよ、あなたは祝福されているのよ！」と何度も話し

ていたという。そして何より、人種間の違いについては一度も話したことがなく、「神はど

の人種も他より優れているなどと思わぬように、黒い土と赤い粘土と白い砂とを少しずつ

混ぜ合わせて最初の人間を作った」と話していた。そして、デイジーは日曜日になるとエ

リントンを、バプテスト教会と、A･M･E 教会（African Methodist Episcopal Church）の

少なくとも二つの教会に連れて行った。4)エリントンの両親がどの教派に属していたかは

明確ではないが、息子のエドワード・ケネディに対しては、そのことは問題ではなく、と

にかく神、イエス・キリストを信じ、みな平等に祝福されていることを強く諭した。エリ

ントンは「私はいつも適切な時に適切な場所で適切な人々に出会い、それで私が必要とす

る教訓や指示を与えてくれた」という言葉や、「人生という道の交差点はどれも決心する機

会であるが、ある意味で私はただ耳を澄ましていればよかった」という言葉を残している。

これらの言葉は、自身が神に祝福されていることを深く信じていた証であると言えよう。 

 同時に、母デイジーは幼いエリントンに対し、自尊心を持つことの重要性を話し、黒人

としての誇りを教えていたが、小学校校長のミス・ボストンからも、礼儀正しい話し方の

重要性について教え込まれていた。ボストン校長は「ニグロを見る度に、人々は常に黒人

という人種を再評価するだろう。まず最初に身につけなくてはならないのは、礼儀正しい

話し方と作法だ。なぜなら、私たちはニグロを代表する者として自分の人種を尊敬しなけ

ればならない」と子どもたちに説いたのだ。エリントンの通う学校には様々な人種の生徒

がいたが、自分たちの過去をより良く理解するために黒人の歴史もカリキュラムに組み込

まれていた。19 世紀末の世紀転換期に生まれたエリントンが自分たちの黒人としてのアイ

デンティティに誇りを持ち、人種的・民族的ルーツに繋がるアフリカンミュージックを探

求していたことは、このように、幼いころから自分たちがおかれた境遇について学び、自

分たちの誇りを持つことを教えこまれていた為であろう。5) 

(b) マイノリティーとの交流 1：青年期時代に通った社会的に認められていない場所 

 エリントンは、このように教養を身につけ、清く正しい光の当たる世界ばかりで生きて

いたように見えるが、現実はそうではなかった。エリントンは 12 歳になると当時のハイ
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スクールの仲間と共に、ニューヨークのゲイアティ・シアターというバーレスク・ショー

をフィーチャーした劇場へ、また 14 歳で撞球場（ビリヤード場）へ通った。どちらも 16

歳未満の子どもは出入りが禁じられていたものだが、16 歳だと偽り皆通っていたという。

驚くことにバーレスク・ショーとは、女性が衣類を脱ぐ演出がされた場である。こうして、

ローティーン時代からエリントンは、子どもには似つかわしくない場で、ショー・ビジネ

スの技術やすばらしい職人芸に夢中になると同時に、豪華な格好をした女の子たちの演出

を十分に観察した。そして、楽しむばかりではなく、ショーの基礎と仕組みを理解し始め

たという。 

 そして撞球場では、あらゆる種類の若者たちが集まり、16 歳未満および 16 歳以上の高

校生、大学生や大学卒業生、なかには法律や医学や科学の世界へと飛び立っていった者、

またプルマン社のポーターや食堂車のウェイターなどもいた。そこでエリントンは様々な

人々と交流をし、様々な生き方、様々な価値観を学んだ。中には、ギャンブラーや、鮮や

かなカード捌きでカードゲームを行いながらいかさまをする者、他人の小切手のサインの

真似が好きな筆写のベテランたちがいた。この若者たちは、このような怪しい手段で金を

得て、後になって撞球場の連中に自分たちがいかに芸術家であるかを示すために、その金

をまた戻しにいった。彼らは金が必要だったのではなく、刺激を求めてそれをやっていた

のである。エリントンはそんな彼らのことを「心底、彼らはみんな偉大な芸術家だった」

と語り、見下すことはしなかった。エリントンはバンドメンバーにアルコール中毒者や薬

物依存症の者がいたとしても、彼らの人格や彼ら自身を否定することはなかったというが、

それは青年期に様々な人々、すなわち社会的には認められていない人々との交流があった

ためであろう。6) 

(c) マイノリティーとの交流２：マフィアとジャズミュージシャン 

 エリントン本人の話ではないが、マフィアとジャズミュージシャンの交流があったこと

を示すエピソードが残っている。1919 年から 1933 年の禁酒法の時代にもぐり酒場を経営

していたマフィアには、ジャズが好きで、ミュージシャンたちをかわいがったギャングた

ちも少なくなかった。このような繋がりの中で、ジャズミュージシャンがマフィア好みの

曲をリクエストによって演奏することも多かったという。クラリネット奏者のジョニー・

ドッズ（Johnny Dodds: 1892-1940）の名演の一つに、1928 年にビクターレーベルに録音

した「ブルークラリネットストンプ」という演奏がある。この曲のピアニストによるイン

トロソロは、あるオペラの第 1 幕に出てくる有名なクライマックスをそのまま引用したプ

レイになっており、観客を驚かせたと言われている。ドッズもこのピアニストも、どう考

えてもオペラに関心があったとは思えない。しかし、彼らはイタリア人マフィアが誇りと
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感じ、彼らが愛したイタリアオペラのテノール歌手のソロを演奏の中に引用することが、

観客と酒場のオーナーらを喜ばせると見越していた。このジャズミュージシャンたちは、

禁酒法時代に犯罪と関わる社会に繋がることを十分に承知した上で、音楽活動を通じて、

マフィアたちとの絆を強めていったということである。 

 エリントン自身が犯罪組織と関わったという明確な言及はどこにも見受けられないが、

一方で、エリントン自身も禁酒法時代の「コットンクラブ」での演奏を定期的に行なって

いる。酒類の製造と販売を禁止した 1920 年代の禁酒法時代にニューヨークにあったこの

高級ナイトクラブは、すべての顧客が白人であり、すべてのスタッフと演奏者が黒人であっ

たことで知られている。アイルランド系のギャングスター、オウニー・マドゥン（Owney 

Vincent Madden: 1891-1965）が経営者であったコットンクラブでの活動で名を馳せた

デューク・エリントン楽団が、上述の例から外れるとは考え難い。 

 このように、ジャズミュージシャンとギャングたちが禁酒法の時代に交流を深めていっ

たことは必然であった。なぜなら、彼らはお互いに理解しあう共通点があったのだ。それ

は、両者とも一般社会からはみ出した存在だったということである。白人と黒人が仲間と

して付き合うことなどめったになかったこの時代に、社会の片隅に生きる者同士の共感に

よって、互いに彼らだけに通ずる親近感を抱くようになった、ということである。こうし

て、ジャズは社会から排除された存在である白人（ギャングたち）との交流を通しながら、

地下の違法酒場でなくてはならない音楽として発展をしていく。7) 

(d) マイノリティーとの交流３: ユダヤ人ミルズとエリントン 

 禁酒法の時代を含む、エリントンが活躍した 20 世紀前半は、KKK（クー・クラックス・

クラン）などの組織的なテロに様々なマイノリティーが標的にされた時代でもあった。1920

年代 30 年代で言えば、黒人と新移民のグループがとりわけ差別の対象とされたが、その

中でも顕著だったのは、ユダヤ人に対する嫌悪だった。ユダヤ人は映画や音楽などのショー・

ビジネスで成功を収める例が多く、別のマイノリティーである黒人との協力や繋がりも、

様々な場面で生まれていた。 

 ユダヤ人のアーヴィング・ミルズ（Irving Harold Mills: 1894-1985）はエリントンのマ

ネージャーを 1926 年から 1939 年まで務めた人物である。ミルズはユダヤ人といえども白

人である。なぜ、人種差別が残るアメリカ社会で黒人アーティストであるエリントンのマ

ネージャーを白人のミルズが務めたのかを考えることは、マイノリティー同士の協力の必

然性を再考することになるだろう。 

 前項において、黒人のジャズミュージシャンであったエリントンらと社会のマイノリティー

であったギャングたちとの交流について述べたが、実はユダヤ人とジャズミュージシャン
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の交流についても注目する必要がある。本項では、ユダヤ人とジャズミュージシャンの関

わりについて説明する。 

 古代より様々な地域・帝国の支配を受け、自らの土地を持たず、差別の対象にあったユ

ダヤ人は、土地を所有する必要のある職業の代わりに、医者や科学者やミュージシャンな

ど、土地を持たなくてもできる職業につき、そこで様々な功績を残してきた。20 世紀初頭

のアメリカで、白人ジャズミュージシャンにユダヤ人が多かったことも、これらが原因で

ある。 

 ミュージシャンだけでなく、音楽業界の制作側で活躍するユダヤ人も非常に多く、黒人

ジャズミュージシャンがレコードを出し、自分たちをアメリカ社会で売り込むことができ

たのは、レコード会社などで働くユダヤ人のおかげだといっても過言ではないのだ。例え

ば、アメリカ最大のジャズレーベルを有するコロンビアレコードが、ジャズをラインナッ

プに加えるきっかけとなったのは、1926 年のオーキーレコード（Okeh Records）の買収

である。オーキーレコードは、1918年にユダヤ系ドイツ移民のオットー・ハイネマン（Jehuda 

Otto Heineman: 1876-1965）により設立され、黒人のブルースやジャズをはじめとする「様々

な人種のレーベル」（Race Records）を有していた。ユダヤ系のハイネマンが始めたオー

キーを買収したことによって、コロンビアは大規模なジャズレーベルを獲得することにな

り、黒人の音楽であったジャズが白人社会に広まっていくことになるのである。8) 

 ユダヤ人も黒人と同じように、差別された存在だったからこそ、差別された同士、協力

してアメリカ社会を巧みに生きていったことが読み取れる。そして、エリントン自身が、

ユダヤ人ミルズをこのような人物だと紹介している。 

１．デュークが自分自身の音楽のみを作りかつ録音することを主張した男である。 

２．デュークをコットン·クラブ、RKO パレス、映画『ザ・ブラック・アンド・タン・

ファンタジー』へ導いた男である。 

３．それまで白人ばかりだったカタログへ黒人のアーティストを入れるためにレコー

ド会社と大いに戦った男である。 

４．デュークたちをモーリス·シュヴァリエ（Maurice Chevalier: 1888-1972）と共演

させるためにディリンガム劇場と戦った男である。 

５．デュークたちを映画館へ出演させることに成功した。（私たちが人種にとらわれ

ないビッグバンドへの道を拓いたのだ） 

６．デュークたちが南部およびテキサス州での国内演奏旅行をプルマン車でできるよ

うにした。 

７．デュークたちが ASCAP（作曲家・作詞家・出版社の全米協会）へ加盟すること

を堂々と保証した男である。 
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８．1933 年デュークたちをヨーロッパに連れていった男である。9) 

 このように、エリントンが成し遂げてきた多くのことがミルズの協力なしには成し遂げ

られなかったことが分かる。エリントンがジャズ界の巨匠となれたのも、ユダヤ人のミル

ズの支えがあったからなのだ。 

本論（２）人種平等と社会正義―ジャズの置かれた特殊的な地位、ジャズ

と公民権運動、宗教、エリントンと社会貢献 

(a) ジャズの置かれた特殊な地位 

本論（１）でみてきたように、ギャングたちやユダヤ人などのマイノリティーとの交流、

バックアップのお陰で、黒人ジャズミュージシャンは人種差別がはびこるアメリカ社会に

進出することが可能となった。これは、未だ LGBT の方々が生きづらい現代の日本でも、

テレビ業界などに限ってはゲイやトランスジェンダーの人々が活躍をしている状況に似て

いると言えよう。当時のアメリカ社会でも黒人に対する差別が消えない一方、テレビやラ

ジオではジャズアーティストとして黒人が露出する機会が増えていく。 

これで一躍有名になり、成功した人物と言えば、トランペッターであり、ヴォーカリス

トでもあるルイ・アームストロング（Louis Armstrong: 1901-1971）だ。彼が歌う What a 

Wonderful World は日本でも有名である。彼の名前を知らない人も、彼の歌は聞いたこと

があるかもしれない。アームストロングが生まれたのはニューオーリンズのジェームズ横

丁という界隈であり、典型的なスラム街だった。ギャンブラーや殺し屋、売春婦など、指

折りのならず者の住む界隈にあり、いつも発砲騒ぎや喧嘩が耐えなかったという。ルイが

生まれてまもなく両親は離婚し、5 歳になるまで祖母の家に預けられるが、母が病気で倒

れると、ルイは母と妹の世話をするために母の家に戻ったといわれる。5 歳の幼児が病気

の母と妹の世話をするために家に戻るという話は、現代の日本社会を生きる我々の想像を

絶する。ルイは、廃品回収で生計を立てながらブルースを教わり、冬場には石炭を売り歩

いた。売春婦やその斡旋人、そこに生まれた無数の子どもたちの伝記はどこにも載ってい

ないが、ルイのように寒い冬に手足を凍えさせながら、栄養失調の幼い体を引きずり、ク

ズ屋をし、石炭を売って歩いた幼い子どもたちは、ルイの他にも無数にいたのである。彼

は子どもの頃にピストルを発砲して少年院に送られた時に、その少年院でコルネットに出

会った。その後、街のパレードなどで演奏するようになり人気者となった。アームストロ

ングのメジャーデビューは、1923 年である。この年、シカゴに移り、キング・オリヴァー

（Joe "King" Oliver: 1885-1938）の楽団に加入した。翌 24 年にはニューヨークに行きフ

レッチャー・ヘンダーソン（Fretcher Henderson: 1897-1952）楽団に在籍した。そして



－ 30 － 

1930 年代にはヨーロッパツアーも行い、第二次世界大戦時には慰問公演も行った。しかし

南部での人種差別が法的に認められていた当時のアメリカでは、公演先でも白人と同じホ

テルへ泊まれないほか、劇場の入り口さえ別と言うような差別を受け続けていた。1950

年代には「バラ色の人生」や「キッス・オブ・ファイヤー」などが大ヒットする。そして

1960 年代、時代がビートルズを代表するポップミュージック一色となる中でも、多くのア

メリカ国民に受け入れられた。特に「ハロー・ドリー」は 1964 年 5 月 9 日付の全米ナン

バーワンを記録し、その年の 2 月から 3 カ月間 1 位を独占していたビートルズの連続 1 位

の記録をストップさせ、当時 63 歳のルイの偉業は全米を驚愕させたのだ。 

ルイ・アームストロングを例に挙げてみたが、このようにジャズミュージシャンは人種

差別社会の中で、黒人アーティストとして白人に認められた、特殊な地位を確立していく。

しかし、このように地位を確立したのは少数のアーティストに過ぎなかった。10) 

(b) 第二次大戦から公民権運動期に至るアメリカの社会情勢 

このように社会における地位を確立した限られた黒人であったジャズミュージシャンた

ちは、どのように公民権運動に至る時代を生きたのであろうか。どのようにその影響力を

社会に対して行使したのであろうか。それを論じる前に、ここで改めて、当時のアメリカ

社会がどのようなものだったのか、黒人差別が深刻だった南部の二つの事件を取り上げる。 

 

―リトルロック事件― 

 アメリカ公民権運動の中で起こった有名な事件の一つである。この事件は 1957 年に起

きた。リトルロックセントラル高校はアメリカ南部アーカンソー州リトルロックにある高

校で、人種による分離教育を違憲とした 1954 年のブラウン判決前は白人生徒だけが通っ

ていた。 

 1957 年 9 月、この高校に 9 名の黒人生徒が初めて入学することになった。アーカンソー

州のオーヴァル・フォーバス知事は、250 名の州兵を出動させ、この 9 人の黒人生徒の登

校を阻止するため、学校を包囲した。理由は「黒人生徒の登校により混乱と暴動が起こる

怖れがあるから」というものだった。登校してきた黒人生徒は、校門で待ちかまえていた

白人群衆に罵倒され、追い出された。州兵の任務は、黒人生徒の入学を守ることではなく、

逆に追い返すことだったのである。 

 その光景に対し、ドワイト・アイゼンハワー大統領はブラウン判決で審査された通りに

合衆国憲法を守る強い意志をアーカンソー州のフォーバス知事に対し伝えたが、フォーバ

ス知事は連邦政府の介入を嫌い、州の権限を強く主張し対抗した。この時の知事の過激な

発言は、翌 1958 年の知事選挙における州内の白人票を意識したものとも思われている。
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その後まもなく、登校してきた 9 人の黒人生徒とその保護者が、待ちかまえていた 800 人

近くの白人群衆に袋だたきにされた。それに対し、大統領は「非常事態宣言」を発表する

と、アーカンソー州の州兵を連邦軍の指揮下に編入するよう命じ、同時に 1,000 人の連邦

軍兵士を送り、黒人生徒の入学を保護させたのだ。 

 

―バスボイコット事件― 

当時アメリカ南部諸州にはジム・クロウ法が施行されており、公共交通機関を含む日常

生活のあらゆる場所で黒人と白人は隔離されていた。これらの法律によって、バスなど公

共の場所で人種隔離が実施され、また黒人の投票権も事実上制限されていた。1955 年 12

月 1 日に当時 42 歳だったローザ・パークス（Rosa Louise McCauley Parks: 1913-2005）

は、百貨店での仕事の後に帰宅するために市営バスに乗車をした。当時、バスは白人席と

黒人席に分けられており、白人が乗車していない時は黒人も中間の席に座ってよいことに

なっていた。黒人席が一杯だったのでローザが中間席に座っていると、だんだんと白人が

増えてきて、座れない白人が出てきたために、運転手は中間席に座っている黒人に立つよ

う命じる。座っていた黒人 4 名中 3 名は席を空けたが、ローザは立たなかった。運転手が

ローザの近くにきて「なぜ立たないのか」と問い詰めて席を立つように命じたが、ローザ

はそれを拒否して座り続けた。その後、ローザは市条例違反で逮捕された。 

しかし、彼女の勇気ある行動がきっかけとなり、モンゴメリー市でのバスボイコット運

動が始まることとなる。この事件を知ったキング牧師は、司牧する教会でローザが受けた

扱いの不当性・違憲性を指摘し、非暴力・不服従の原則に則り、ボイコット運動を開始し

た。黒人たちは市バスの利用を拒否するバスボイコット運動を 381 日間続ける。寒い冬の

通勤も徒歩で行ったこの運動は、市バスを運営する市の財政にダメージを与えると同時に、

テレビ報道によって、全国的に知れ渡ることとなった。結果的にキング牧師らはこのボイ

コット運動に勝利し、さらには 1963 年 8 月にワシントン大行進によって大規模な抗議集

会を開催するなどを行い、1964 年の公民権法の成立にまでつながっていったのである。 

(c) 人種平等を社会に訴えかけたビリーとミンガス 

「奇妙な果実」は、ビリー・ホリデイ（Elenora Fagan or Billie Holiday: 1915-1959）

のレパートリーとして有名な、アメリカの人種差別を告発する歌である。題名や歌詞の「奇

妙な果実」とは、木にぶら下がる黒人の死体を指しており、作詞はユダヤ系のルイス・ア

レン（Abel Meeropol or Lewis Allan: 1903-1986）によるものである。ビリーはこの歌を

通して、アメリカにある黒人への人種差別を批判していた。南部では黒人の虐殺が日常茶

飯事であった 20 世紀前半のアメリカ社会で、それを告発する歌を黒人女性が唄うのはあ
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まりにも危険なことであったが、ビリーは 1939 年からこの歌をレパートリーに加え、ス

テージの最後には必ずこの曲を唄うようにさえなる。ビリー・ホリデイの「奇妙な果実」

という歌は、黒人への差別や暴力に反対運動を象徴する歌となって、アメリカ社会に大き

な影響を与えた。11) 

一方、ジャズ演奏家の中でも、思想家であり公民権運動急進派であったチャールズ・ミ

ンガスの活動も重要である。ミンガスは、エリントンを敬愛しており、デュークの後継者

とされることもある人物だ。エリントンが 1962 年に制作した『マネー・ジャングル』に、

マックス・ローチ（Maxwell Lemuel Roach: 1924-2007）と共に参加した。自分のリーダー・

アルバムでも、「ムード・インディゴ」「C ジャム・ブルース」といったエリントンの曲を

取り上げている。1960 年発表の『ミンガス・プレゼンツ・ミンガス』には、リトルロック

高校事件に反応して、人種差別主義者の白人を皮肉った「フォーバス・オブ・フォーバス」

や、後にジョニ・ミッチェル（Roberta Joan “Joni” Mitchel: b.1943）やジェフ・ベック

（Geoffrey Arnold Beck: b.1944）がカバーした「グッドバイ・ポーク・パイ・ハット」を

収録した。「フォーバス・オブ・フォーバス」は知事の名前を入れて罵倒するような、攻撃

的な曲となっている。 

(d) エリントンの静かなる戦い方 

 ビリーやミンガスのように、積極的に公民権運動に参加したジャズミュージシャンは多

くいるが、エリントンはどうだったのか。エリントンは、常に公の場での発言では優雅に、

決して怒りなどは面に出さなかった。しかし、音楽ではいつも主張していたのだ。それは、

神のもとで人類はみな平等であり、戦うのではなく平和に生きることを好んだことも一つ

の理由だろう。エリントンの音楽では、一貫してアメリカの黒人の生活が描かれ民族の歴

史が謳われる。いわば、黒人同胞を賛美し勇気づける音楽なのだ。代表的な四つの作品を

挙げる。 

(i) 『ジャンプ・フォー・ジョイ』 

このショーの制作の裏にはこんな話がある。 

1941 年、ハリウッドの学識豊かな作家たちのチームが劇場用のプロパガンダをつくって

合衆国における黒人の状態を改めさせようという決定をした。そして会合を重ねた結果、

『ジャンプ・フォー・ジョイ』というショーを制作することになったのだ。いわば、黒人

が置かれていた差別的な状況を打破するべく、ショーによる人種啓蒙活動を行ったのであ

る。 

客層は、非常に有名な中産階級の白人、柄の悪い黒人、また医師、弁護士といったハイ

クラスの黒人たちだった。ショーが終わると、黒人たちはみな胸を張って、誇らしげに劇
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場をあとにした。そして面白いことに、「ジャンプ・フォー・ジョイ」のショーは 2 回と

して同じものにはならなかった。というのは、閉幕後、毎晩エリントンを含む制作者たち

は事務所でショーの討議をしたのだ。15 人の作者は毎回全員出席し、討論し、熟考した上

で、次の日はどのようなショーにすべきかを決定したのである。エリントンは「知らぬ間

に入り込む盲目的な愛国心とともに、黒人についていわれたくないようなことはほかの人

種に対してもいわないように注意した」と語っている。12) 

(ii) 『ブラック・ブラウン・アンド・ベージュ』 

この曲は 1943 年に、クラシックの殿堂カーネギー・ホールコンサートのために書かれ、

分かりやすく「アメリカ黒人の歴史に捧げる音響詩」というサブタイトルがついている。

内容は奴隷時代を描いたもので、アフリカ大陸から新しい土地アメリカに連れてこられた

黒人が、虐げられ過酷な労働に耐えた時代を描き、ワークソングや黒人スピリチャルが聴

ける。そして、黒人たちの日曜礼拝の教会との出会いがあり、やがて自分たちの教会を持

ち、希望と光明を見いだす。そして、独立戦争時にアメリカ人を救いにきたハイチの勇敢

な黒人たち、南北戦争の北軍の兵隊、ニューオーリンズを救った戦士たちを称え、奴隷解

放宣言に沸く黒人たちの感情の高まりを描いている。「奴隷解放祝典」では身分が変わって

戸惑う年配者や素直に喜ぶ若い人を描く。そして自分たちのかけがえのない歌、ブルース

へとつなぐ。このような構成である。13) 

(iii) 『ヴィンテージ・メドレー』 

エリントンの音楽の根幹を成すものは、長い間演奏し続けてきた『ヴィンテージ・メド

レー』は「ブラック・アンド・タンファンタジー」、「クリオール・ラブ・コール」、「ザ・

ムーチ」で構成されている。この『ヴィンテージ・メドレー』は奴隷制時代にさかのぼり、

黒人の、あるいはクリオール（ジャズ史上では多くの場合、フランス人・スペイン人の植

民地人と黒人の混血）の悲哀を描いたもので、初期の演奏にはうめき、悲しみ、そして諦

観さえ感じられた。この三つの曲をメドレーにしたのは 1958 年 10 月のヨーロッパ楽団旅

行のイギリス公演からであるから、15 年もの間、毎日のように演奏していた曲なのだ。こ

の『ヴィンテージ・メドレー』はエリントンにとって、自分が作曲した演奏活動の屋台骨

だったということであろう。14) 

(iv) 『マイ・ピープル』 

これはエリントンが作ったミュージカルである。エイブラハム・リンカーン大統領の奴

隷解放宣言から 100 年目にあたる 1963 年、黒人向上 100 年記念博覧会が 8 月 16 日から 9

月 2 日の間、シカゴのマコーミックプレイスで開催された。シンガーによるゴスペル調の

掛け合いから始まり、途中には、マーチン・ルーサー・キングがアラバマ州バーミンガム
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で始めた黒人公民権闘争に支持を表明する曲があり、穏健派とみられるエリントンには珍

しく、非暴力の黒人デモに対する獰猛な警察犬のけしかけや、放水を指示した警察署長ブ

ル・コナー（Theophilus Eugene "Bull" Connor: 1897-1973）を名指しで非難している。

エリントンは前年に、公民権運動では急進派のチャールズ・ミンガス、マックス・ローチ

と共演したので刺激を受けた可能性がある。そして、ミュージカルのハイライトでは、ジョー

ヤ・シャリル Joya Sherrill（1924-2010）の歌に導かれるように出演者全員が舞台に現れ

る。その手にはプラカードが掲げられていて、それぞれ歴史に名を残した黒人の名前が書

かれている。これまでのエリントンからは想像できないが、この頃になると黒人の人権の

ための訴えにも一層力が入ったようだ。15) 

 

エリントンはミンガスやビリー・ホリデイと違い、公民権運動に対する目立った発言や

活動はなかったが、それは顧客である白人の社会に対する妥協や沈黙では決してなかった。

また運動の傍観者でも決してなかった。上述の 4 作品を中心としてエリントンの音楽では

一貫して、同胞である黒人たちに寄り添い、その悲しみや喜びを表現することによって、

公民権運動時代の黒人たちの中心に、彼なりのやり方で立ったのである。その主張の核は、

神の下での平等であり、人種を超えた平和的共存であった。 

本論（３）日本への友情と新潟への支援―日本におけるジャズの評価・ア

メリカとの比較・新潟地震とエリントン・異文化を繋ぐ懸け橋として 

アメリカで公民権法が成立した 1964 年、高度経済成長期にあった日本は 10 月の東京オ

リンピックを目指し、戦後復興の完遂を目指す最中にあった。その 4 ヶ月前にあたる 6 月

16 日に新潟地震が起きた。奇しくも、エリントンが日本公演のために東京に到着する 3

日前の発災だった。未だ先進国には至っていない日本であったが、多くのジャズ愛好家か

ら熱烈な歓迎を受け、エリントンを初めとするジャズミュージシャンには、日本好きが多

かったと言われる。本項では、公民権法成立と同年に起こった新潟地震でエリントンと新

潟を結ぶこととなる、日本の戦後のジャズブームと、その特異性について論ずる。 

 第二次世界大戦後の日本は、各地への空襲や広島と長崎への原爆投下、また多くの兵士

の戦死や銃後の戦災犠牲により、壊滅的な打撃を受けていた。経済を中心にみると、GHQ

の命令による財閥の解体、生産設備の被災、物流の寸断、物資の不足、復員兵や引揚者の

帰国による急激な人口増で、日本国内は混迷を極めていた。また、人々の生活について言

えば、戦争が終わり、空襲におびえることはなくなったが、物資不足により人々の暮らし

の困窮は戦中を上回り、一層苦しいものとなっていた。食糧や生活必需品などは引き続き

配給制が取られたが、遅配や欠配が続き、都市部では餓死者も出たほどであった。人々は
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正規の配給量だけでは飢え、特に人口の多い都市部の人々は農村部への買い出しに行った

り、闇市で法外な値段で食糧を入手したりするほかなかった。また、衣類は物々交換の際

に食糧と交換され、破れても丁寧に繕いながら着用するのが一般的であった。政府はこの

食糧危機にあたり、GHQ に対して食糧輸入の承認を求め、1946 年 2 月に米軍の余剰食糧

である小麦粉が引き渡された。これを機に世界各国やユニセフ、国際 NGO から様々な援

助が行われ、危機的状況を回避することができるようになった。16) 

 1952 年の朝鮮戦争が始まると、戦争特需によって日本はこのような深刻な経済状況を脱

し、高度経済成長期に入り、復興を遂げてゆく。この戦後の日本におけるジャズの評価は

どのようなものだったのか。 

 終戦直後の日本には、占領軍と共にアメリカの文化がなだれ込み、その中でもとりわけ

ハリウッド映画とジャズ音楽が大きな影響を及ぼしていた。アメリカ映画を通してジャズ

に初めて接した日本人は少なくない。戦後初期の日本において、ジャズとハリウッド映画

はアメリカ文化全体を代表するものとして広く認識されていた。1961 年 1 月にアート・

ブレイキー率いるジャズメッセンジャーズという第一線のバンドが初来日した。彼らの来

日はただの来日ではなく、「事件」とも称するべきものであった。雑誌『ユリイカ』編集長

を経て『カイエ』を創刊したジャズ評論家としても知られる小野好恵は、彼らの来日コン

サートの影響をこのように要約している。「ブレイキー以前にも、来日ジャズメンはいたわ

けだが、演奏内容の強烈さ、レヴェルの高さ、祝祭性、どれを取っても当時のジャズメッ

センジャーズはズバ抜けていた。ヒット曲〈モーニン〉はそば屋の出前持ちがメロディを

口ずさんだというエピソードが残っているほどである。」17) 

 このようにアート・ブレイキー（Arthur “Art” Blakey: 1919-1990）の来日により、日

本では大ジャズブームが起こる。そして、アート・ブレイキーらを一目見ようと、ファン

たちが空港に押し掛けた際、今までにそんなにも大勢の人々から歓迎を受けたことがない

ため、衝撃を受けたアート・ブレイキーはこんな言葉を残している。「私は今まで世界を旅

してきたが、日本ほど私の心に強い印象を残してくれた国はない、それは演奏を聴く態度

は勿論、なによりも嬉しいのは、アフリカを除いて、世界中で日本だけが我々を人間とし

て歓迎してくれたことだ。人間として！ヒューマンビーイングとして。」このように、肌の

色で黒人を差別しない日本人に対し、アート・ブレイキーの他にも多くの黒人ジャズミュー

ジシャンが衝撃を受け、親日家になるアーティストも少なくなかった。18) 

 様々な国で演奏旅行をしてきたエリントンは、日本人の、細かいところまで気を配り、

時間を厳守し、非常に礼儀正しいところに感銘をうけたという。アート・ブレイキーと理

由は異なるが同じく親日家だったエリントンは、4 度日本に訪れている。音楽で黒人の誇

りや人種平等を訴えかけてきたエリントンは、違う人種やその土地の価値観を、実際に旅



－ 36 － 

をして曲にすることを好んでいた。日本についても、『極東組曲』の中で描き出している。 

 エリントンの 1 度目の来日は、1964 年 6 月 19 日であった。エリントン来日の 3 日前の

6 月 16 日に起こった新潟地震はマグニチュード 7.5 の大地震で、新潟県を中心に隣県も巻

き込み、深刻な液状化と津波によって至るところが土砂と水に飲まれ、多くの家屋が倒壊

し、死者 26 名を出すという莫大な被害をもたらした災害だった。その惨状を見て動いた

のは新潟市の ACC（アメリカ文化センター）のセオフィラス・アシュフォード（Theophilus 

E. Ashford: d.978）館長だった。アシュフォード館長はエリントンが滞在しているホテル

に電話をかけると、エリントン本人が電話をとり、その場でチャリティーコンサートを開

くことが決まったのだ。エリントン楽団は、そのあとハワイでの公演を控えていたのだが、

それをキャンセルし、新潟のために日本に残る道を選んだ。震災から 19 日後の 7 月 8 日、

東京厚生年金会館で「新潟地震チャリティーコンサート」が開かれた。収益金は 96 万円

に上った。今の物価で 400 万円程度と推計されている。エリントンはその全額を新潟に寄

付した。2 年後の 1966 年に再来日した際、新潟市はエリントンに「国際親善名誉市民」

の称号を贈った。エリントンは、「これまでミュージシャンとして頂いた賞は随分あるが、

名誉市民というのは初めて」と喜び、新潟での公演を約束すると、1970 年の 3 度目の来

日の際、復興した新潟でコンサートを開催している。19) 

 エリントンは、当時国際的には未だ発展途上にあり、マイノリティーであった日本を、

その日本の中でも世界的には知られない一地方都市であり、さらなるマイノリティーであっ

た新潟を助けたのだ。平等主義と博愛精神によって新潟を支援したエリントンと、肌の色

で黒人ミュージシャンを差別せず、その音楽性で評価してきた日本人は、こうして災害と

チャリティーを機会に、更に深い友情で結ばれたと言えよう。チャリティーコンサートを

行い、義援金を贈ったエリントンの行動からは、彼の慈悲深さ、また、彼のチャリティー

精神を見受けることができる。地震当時、新潟アメリカ文化センター館長秘書だった、星

とよ子は「東京でのチャリティー公演前、エリントンはお客さんが入らなかったらポケッ

トマネーをはたいてでも新潟の人の力になりたいと話していた。大丈夫、一生懸命やるか

らねと両手で握手してくださって、温かさを感じた」と語っている。20) 

 このように、損得勘定を一切せず、打算のない、慈悲深いミュージシャンであるエリン

トンの業績を忘れないために、新潟では年に 2 回デューク・エリントンメモリアルコンサー

トが行われている。それが新潟で一番大きな JAZZ のイベント「新潟ジャズストリート」

であり、新潟のジャズの普及にも繋がっている。エリントンが新潟に義援金を贈ったこと

に始まり、今や新潟を代表するジャズのイベント開催に繋がっていることは、たとえ間接

的であるとはいえ、エリントンの重要な業績の一つにも成りうるだろう。 
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結論 

 本論（１）でマイノリティーとの懸け橋、（２）で黒人差別社会での白人との懸け橋、（３）

で新潟との懸け橋として生きたエリントンについて詳細に述べてきて、一つ明らかになっ

たことがある。それは、20 世紀後半という時代が、アメリカでは公民権運動の勝利により

人種間の懸け橋が渡され、世界では多くの戦争や世界大戦、更には冷戦終結を経て、グロー

バル化が急速に進み、国同士がつながる時代になったということだ。異なる価値観を包摂

し、懸け橋として異なる文化を繋いだエリントンは、彼が生きた時代の申し子としての役

割を果たしていたとも言える。 

 しかし、それらの外的要因以上に、母から伝えられたキリスト教的博愛精神と平等主義、

また父から受け継いだ処世術によって、エリントンは内発的に、音楽を通じ、平和的に人

を繋ぐ役割を担ったと言えるのではないか。本稿は、エリントンの慈悲深く、多様性に寛

容な性格が、音楽、人種、国の壁を破り、全てを繋ぐ「懸け橋」という存在にさせたとい

う結論に達した。 

 また、もう一つ大切なことは、エリントンは、常に公の場での発言では優雅に、決して

怒りなどは面に出さなかったが、音楽ではいつも主張していたということである。その主

張は、神のもとで人類はみな平等であり、戦うのではなく平和に共存することを自らの信

念としていたことから発している。 

 彼の自伝に、「壁」と題された章がある。そこにはこう記されている。「区別するために、

人間は壁をつくるに違いない。一つか、二つか、それ以上の壁を。区別のためというのが、

壁の歴史を見てみれば完全に一致している。壁は、高いものもあれば低いものもあり、厚

いものもあれば薄いものもあるだろう。（中略）圧倒的な数の敵に襲われたり、射撃隊に向

き合ったときに、背中を押し付ける壁もある。聖書には、人間が対立した壁も出てくる。

しかし、あらゆる壁のなかで一番高く、いちばん見えなくていちばん恐ろしいのは、偏見

の壁だ。神は壁をつくり給うたであろうか？（後略）」21)この章から、エリントンが心底、

皆平等であることを望んでいたこと、また、神は壁をつくっていないのだから、壁を生む

ものに対して目を覚まして欲しいと願っていたことが読み取れる。 

 また、エリントンの音楽では、一貫してアメリカの黒人の生活が描かれ、民族の歴史が

謳われていたこと、そして、彼の音楽が黒人同胞を賛美し勇気づける音楽であることも明

らかになった。エリントンが黒人としての自分たち自身や文化に誇りを持ち、そのルーツ

とも言えるアフリカンミュージックを探求していたことは、まさに彼の幼少期の人間形成

期における経験に非常に深く関わっていることも分かった。人種の違いなどはなく、人間

はみな平等に神に愛されているということと、黒人としての誇りを持つことが、母親デイ

ジーと小学校の教員から教え込まれ、彼の心にも身体にも深く沁みこんでいるのだ。この
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ように、幼いころから自分たちがおかれた境遇について学び、自分たちに誇りを持つこと

を教えこまれたことによって、青年期に様々な人々、すなわち社会的には認められていな

い人々との交流も彼の人格形成に肯定的な意味をなすようになった。白人と黒人が仲間と

して付き合うことなどめったになかったこの時代に、社会の片隅に生きる者同士の共感に

よって、互いに彼らだけに通ずる親近感を抱くようになり、ジャズは社会の中心から排除

された存在である白人（ギャングやユダヤ人など）と黒人とを繋ぎ、地下の違法酒場でな

くてはならない音楽として発展していった。そのような社会にあっても、幼少期に多様性

に寛容な価値観を身につけたエリントンだからこそ、人種の壁を越えた、様々な人々から

の支えや協力を糧に、20 世紀のジャズ界を牽引するリーダーへと成長していったのだ。 

 現在、アメリカ合衆国のドナルド・トランプ（Donald John Trump: b.1946）大統領を

はじめとして、世界中で独善的な自国中心主義が広がってきている。このような時代だか

らこそ、本稿で論証したエリントンの「懸け橋」としての生き方や「多様性に寛容」な考

え方を、研究や日常生活、また音楽活動を通じて、私たちにとっての身近な社会である日

本、あるいは新潟に伝えなければならないという覚悟を新たにするものである。 
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Abstract: 

Duke Ellington: His Christian Egalitarianism and Inclusive 

Philanthropy Living as a Bridge between Music, Races and Nations 

 

15L029 Yuuka Ooya 

 

Duke Ellington (1899-1974) has been known as a master in the world of jazz and 

has made great achievements in jazz music. It is little wondered that he is importantly 

established so-called “Ellington Sounds” that could not belong to any genre of jazz. 

Racial discrimination continued through the era of the civil rights movement in the 

United States when Ellington had the most fruitful time in his career. How did he gain 

those achievements during this difficult time for black musicians?  

This thesis argues that the key factor to this specific accomplishment is 

Ellington’s pacifism based on Christianity.  Ellington’s elegant human nature, which 

neither excluded any person nor took opposition against any races nor assumed any 

enemy in his business community, helped him gain collaborators and supporters from 

various races and made him an irreplaceable master of jazz music.  This thesis 

examines how his Christian faith and aspects nurtured from liberal humanism 

contributed to connect diversified social values while he lived as a musician. 

 


