
南部の 
音楽のルーツ

テキサス州 – ルイジアナ州 – ミシシッピ州 – アラバマ州 – テネシー州  
ノースカロライナ州 - ジョージア州 – サウスカロライナ州



南部の音楽のルーツ

テキサス州ダラスからテキサス州オースティンへ	 	 3	時間	15	分／314	キロメートル
テキサス州オースティンからテキサス州サンアントニオ、	
テキサス州ヒューストンへ	 	 4	時間	15	分／446	キロメートル	
テキサス州ヒューストンからテキサス州ポートアーサー、				 	 5	時間	45	分／576	キロメートル	
ルイジアナ州ラファイエット、ルイジアナ州ニューオーリンズへ
ルイジアナ州ニューオーリンズからルイジアナ州バトンルージュ、		 6	時間／547	キロメートル	
ミシシッピ州ナチェズ、ミシシッピ州インディアノーラへ
ミシシッピ州インディアノーラからミシシッピ州テューペロ、		 	 3	時間	45	分／468	キロメートル	
アラバマ州バーミンガムへ
アラバマ州バーミンガムからテネシー州チャタヌーガへ	 	 2	時間	15	分／237	キロメートル
テネシー州チャタヌーガからテネシー州ガットリンバーグへ	 	 2	時間	45	分／248	キロメートル
テネシー州ガットリンバーグからテネシー州／ノースカロライナ州		 4	時間／317	キロメートル	
グレートスモーキー山脈、ジョージア州アトランタへ
ジョージア州アトランタからサウスカロライナ州チャールストンへ	 5	時間／483	キロメートル
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旅は大都市ダラスから始めましょう。まず、歴史的に有名なディープエルムに直行します。数ブロック
にわたるエリアに 30 軒以上のライブハウスが集まるディープエルムは、テキサス州で最大級のエン
ターテインメント地区となっています。巨大なボムファクトリー（Bomb Factory）で大物歌手のステ
ージを見たり、真剣勝負のピアノバーでお気に入りの曲をリクエストしたり、ストリートアートを楽し
んだり、近隣のカフェの屋外で食事をしたりできます。すべてが始まったのは、ディープエルムがブル
ースやジャズのメッカとして知られ、ブラインド・レモン・ジェファーソン、ハディ「レッドベリー」レッド
ベター、ベッシー・スミスなどのアイコン的ミュージシャンのファンがしばしば訪れていた 1920 年代
です。この地区は、1970 年代までは空き店舗の出現に伴い景気が悪化していましたが、1980 年代
に音楽シーンが再び活性化しました。1990 年代にコンサート会場のツリーズ（Trees）がオープンし、
ニルヴァーナ、パール・ジャム、レディオヘッドのような人気バンドを呼び込むことで、さらに活気づき
ました。現在、世界的に知られているこの地区は、音楽を聴きたい人、地元のアーティストと触れ合
いたい人、ショッピングや食事を楽しみたい人を引き付けています。4 月に開催される 3 日間のスト
リートパーティー、ディープ・エルム・アート・フェスティバル（Deep Ellum Arts Festival）の期間中は、
この地区を最大限に体験できます。

テキサス州にあるディープエルム テキサス州ダラス
1 日目

宿泊地：  テキサス州ダラスに 2 泊

テキサス州ダラスからテキサス州オース
ティンへ

オースティンでは、何曜日の夜に到着しても、カントリー、ブルース、ロックなど、さまざまなジャンル
の音楽を生で聴けるスポットが必ず見つかります。2,000 人以上のミュージシャンが市内の音楽シ
ーンに多様性をもたらしているため、オースティンが「世界のライブミュージックの都（Live Music 
Capital of the World）」という愛称で呼ばれている理由がすぐにわかります。1970 年代半ばには「
オースティン・シティ・リミッツ（Austin City Limits）」というテレビ番組の放送が開始されました。こ
の番組は、ジャニス・ジョプリン、ジェームスタウン・リバイバル、スティーヴィー・レイ・ヴォーンのよう
なミュージシャンが人気を得たスポットに目を向け続けています。1987 年以降毎年 1 回開催されて
いるサウス・バイ・サウスウェスト（South by Southwest）というミュージック・フェスティバルには、
世界中から何千人もの才能豊かなミュージシャンとファンが集まります。オースティンには、パラマウ
ントシアター（Paramount Theatre）など、ワールドツアー中のヘッドラインアクトが出演を予定す
る広い会場のほか、コンチネンタルクラブ（Continental Club）、サハララウンジ（Sahara Lounge）、
ザ・ヌック・アンフィシアター（The Nook Amphitheater）など、地元のバンドの演奏が聴ける伝統的
な会場もあります。人気のエンターテインメント地区としては、レイニーストリート（Rainey Street）、
シックススストリート（Sixth Street）、サウスコングレス（South Congress）地区があります。

宿泊地：  オースティンに 2 泊

3 時間 15 分／314 キロメートル

3 日目



テキサス州オースティンからテキサス 
州サンアントニオ、テキサス州ヒューストンへ
5 日目

ヒューストンに行く途中でサンアントニオに立ち寄って、生き生きとした多
様な音楽シーンを体験してはいかがでしょうか。この都市はテハーノやヘビ
ーメタルといったジャンルで知られていますが、シャドーランドボールルーム

（Shadowland Ballroom）やプラザホテル（Plaza Hotel）のような場所ではジ
ャズも深く根差しています。有名な巡業ミュージシャン向けの主要な会場には 
AT&T センター（AT&T Center）やペーパータイガー（Paper Tiger）などがあり
ますが、都会のオアシスの小さなクラブでは誰にでも向く音楽の生演奏が毎晩
行われています。ヒューストンへと旅を続けましょう。この都市は、ライル・ラヴェ
ット、ZZ トップ、デスティニーズ・チャイルドなどの多様なアーティストがキャリア
をスタートさせたことで有名です。ライブ・ミュージック・シーンの会場の 1 つで
あるコンチネンタルクラブ（Continental Club）は、オースティンで開業し、現在 宿泊地：  テキサス州ヒューストン

4 時間 15 分／446 キロメートル 

テキサス州にあるブロークンスポーク

は人気の夜遊びスポットのメインストリート（Main Street）で大きな存在感を放っ
ています。歴史あるフィッツジェラルズ（Fitzgerald’s）は、1 世紀前はポーランドダ
ンスのダンスホールでしたが、毎週水曜日には新進気鋭のミュージシャンのため
のオープン・マイク・ナイトが開催され、毎週金曜日と土曜日には定評のあるバン
ドが生演奏をします。ヒューストンの最新会場の 1 つであるホワイト・オーク・ミュ
ージック・ホール（White Oak Music Hall）は、2016 年のオープン以来、ザ・ルミニ
アーズのようなトップバンドの出演を契約してきました。ステージは屋内外の 3 種
類から選択できます。屋外ステージからはダウンタウンとリトル・ホワイト・オーク・
バイユー（Little White Oak Bayou）の壮大な景色が眺められます。



テキサス州ヒューストンからテキサス州
ポートアーサー、ルイジアナ州ラファイエット、
ルイジアナ州ニューオーリンズへ

メキシコ湾の海岸線に沿ってドライブしている途中でポートアーサーに立ち寄って、
ガルフコースト博物館（Museum of the Gulf Coast）を見学しましょう。ここには、地
元出身のジャニス・ジョプリンや、クラレンス・”ゲイトマウス”・ブラウン、ZZ トップ、エ
ドガー・ウィンターとジョニー・ウィンターなどのガルフコーストを象徴する他のミュ
ージシャンにゆかりの品を保管している殿堂があります。旅を続けて、ルイジアナ州
中南部にあるラファイエットに向かいましょう。18 世紀にフランス系カナダ人が入植
した活気あふれる都市は、ケイジャンカントリーの中心地として知られています。ケイ
ジャン音楽やザディコ音楽を演奏するバンドを地元のライブハウスで見てみましょう。
数あるカルチャーフェスティバルの 1 つを訪れるのもよいでしょう。最終目的地は、音
楽が深く根付いているニューオーリンズです。クラブや街角で、ジャズやアフロキュー
バンからデキシーランド、R&B、ザディコまで、あらゆるジャンルの音楽を聴くことが
できそうです。プリザべーションホール（Preservation Hall）では、くつろいだ雰囲気
の中で一流のミュージシャンが入れ替わり立ち替わり伝統的なニューオーリンズジ
ャズを演奏します。早めに到着して立見専用のスペースを確保するか、数の限られた
座席を事前に購入するとよいでしょう。もう 1 つのライブ音楽の中心地であるフレン
チメンストリート（Frenchmen Street）にはライブハウスが立ち並んでいます。その中
の 1 つのスポッテッド・キャット・ミュージック・クラブ（The Spotted Cat Music Club）
には、毎晩 3 つものジャズバンドが登場します。ニューオーリンズジャズ国立歴史公
園（New Orleans Jazz National Historical Park）を訪れると、ジャズ発祥の地とし
て知られるこの都市を深く知ることができます。ニューオーリンズを訪れたら、料理、
カクテル文化を体験せずに帰るわけにはいきません。カフェから高級レストランまで
揃うこの町では、砂糖をまぶしたベニエから、おいしそうな匂いのジャンバラヤ、スパ
イスがきいたアンドゥイユソーセージまでの地元料理を思う存分味わうことができま
す。ジャズ＆ヘリテージ・フェスティバル（Jazz & Heritage Festival）またはマルディグ
ラ（Mardi Gras）に合わせて旅を計画してみましょう。

ニューオーリンズにあるスポッテッド・キャット・ミュージック・クラブ

6 日目

5 時間 45 分／576 キロメートル

宿泊地：  ルイジアナ州ニューオーリンズに 2 泊



ミシシッピ州にあるデルタブルース博物館ルイジアナ州ニューオーリンズから 
ルイジアナ州バトンルージュ、 
ミシシッピ州ナチェズ、 
ミシシッピ州インディアノーラへ

ミシシッピ川（Mississippi River）に沿って、ミシシッピ・ブルース・トレイル（Mississippi 
Blues Trail）を北に進みましょう。バトンルージュに立ち寄ります。この州都は、ルイジアナ
州の多種多様な文化を探る中心地として最適です。バトンルージュは 300 年以上の歴史
がある街です。その多くは、おいしい食べ物で味わったり、独特の建築物の中に見たり、独
自の文化を通して学んだりできます。ミシシッピ・ブルース・トレイルをさらに先に進みます。
途中で通るナチェズ、ビックスバーグ、インディアノラ一帯はミシシッピデルタとして知られ
る地域です。インディアノラでは、伝説の歌手でありギター奏者である B.B. キングを記念し
て開館された B.B. キング博物館（B.B.King Museum）でブルース音楽の歴史について学
びましょう。アフリカ系アメリカ人が、綿花畑で働いたり、ジュークジョイントと呼ばれる酒
場で演奏したりしながら、このジャンルをどのように作り出したかを知ることができます。

8 日目

宿泊地：  ミシシッピ州インディアノーラ

6 時間／547 キロメートル

インディアノラを出発したら、ミシシッピ・ブルース・トレイルに沿って北に進み、ちょっと回
り道をしてクリーブランドのドッカリーファーム（Dockery Farms）に向かいましょう。ここで
もブルース音楽の出現について学ぶことができます。1900 年代初頭にここで働いていた
アフリカ系アメリカ人の中に、ブルースのパイオニアのチャーリー・パットンがいました。次
にテューペロに立ち寄って、エルビス・プレスリーの生誕地でしばらく過ごします。「キング・
オブ・ロックンロール」の生家は、教会、博物館、公園を含む観光名所の一部になっていま
す。旅を再開してバーミンガムに向かいます。バーミンガムのダウンタウンのナイトクラブで
は、今もジャズが隆盛を極めています。例えば、オナズ・ミュージック・ルーム（Ona’s Music 
Room）では、アラバマ州ジャズの殿堂（Alabama Jazz Hall of Fame）入りを最年少で果
たしたオーナーのオナ・ワトソンの演奏を運よく聴くことができます。本場の体験をしたい
なら、現存する最後のジュークジョイントの 1 軒に出かけてはいかがでしょうか。近隣のベ
ッセマーにあるギプスプレイス（Gip’s Place）では、土曜日の夜に著名なアーティストや地
元のミュージシャンの演奏を聴くことができます。

9 日目

3 時間 45 分／468 キロメートル

ミシシッピ州インディアノーラから
ミシシッピ州テューペロ、  
アラバマ州バーミンガムへ

宿泊地：  アラバマ州バーミンガム



アラバマ州バーミンガムから  
テネシー州チャタヌーガへ

宿泊地：テネシー州チャタヌーガ

バーミンガムを離れる前に、アラバマ州とつながりのあるジャズアーティストを称
える博物館、アラバマ州ジャズの殿堂が入居しているアールデコ様式の建物に立
ち寄りましょう。館内では、多くの偉大なアーティストが演奏したカーバーシアター

（Carver Theatre）を見学してください。ナット・キング・コール、ライオネル・ハンプ
トン、デューク・エリントンなどのレジェンドのジャズ音楽史ツアーを楽しむことも
できます。北に 2 時間ドライブする途中でジョージア州との州境を越えると、ベッシ
ー・スミスが生まれ、アッシャーが育ったチャタヌーガに到着します。2017 年に開館
したソングバーズ・ギター・ミュージアム（Songbirds Guitar Museum）に立ち寄っ
て、1920 年代から 1970 年代にかけてのギターを見学しましょう。

10 日目
2 時間 15 分／237 キロメートル

アラバマ州で開催されるスティール・シティ・ジャズ・フェスティバル

11 日目
2 時間 45 分／248 キロメートル

テネシー州は素晴らしい音楽とその歴史を堪能できる旅行先として知られていま
す。ガットリンバーグは期待を裏切ることのない街です。毎夏、アーティストと音楽
ファンがガットリンバーグに集まって、スモーキー・マウンテン・ソングライターズ・フ
ェスティバル（Smoky Mountain Songwriter’s Festival）を楽しみます。音楽業界
の一流ソングライターが賞を巡って競い合います。 晴らしい音楽だけではありませ
ん。ガットリンバーグには、スピリッツを飲みながら生演奏を聴ける蒸留酒製造所
などのスポットもあります。朝食とブランチを提供しているアトリウムパンケイクス

（Atrium Pancakes）で、南部の田舎風料理を味わってはいかがでしょうか。焼きリ
ンゴのパンケーキや田舎風フライドステーキとグレービーがおすすめです。締めくく
りに、ピジョンフォージにあるドリーウッド（Dollywood）テーマパークを訪れましょ
う。グラウンドとウォーターパークを巡りながら過ごしたり、多くのショーやアトラク
ションを楽しんだりできます。パーク内には、もう少し長く滞在したいという人のた
めに宿泊施設も用意されています。毎年恒例のドリーズ・ホームカミング・パレード

（Dolly’s Homecoming Parade）の観衆に加わると、カントリー界のスターのドリ
ー・パートンに歓迎の声援を送ることができます。音楽ファンなら、年 1 回のドリー
ウッド・バーベキュー・アンド・ブルーグラス・フェスティバル（Dollywood Barbeque 
and Bluegrass Festival）に合わせて訪問を計画するとよいでしょう。

テネシー州チャタヌーガから  
テネシー州ガットリンバーグへ

宿泊地：  テネシー州ガットリンバーグ 
またはピジョンフォージに 2 泊



トンやルイ・アームストロングなどの音楽界のアイコンが演奏をしたモ
ートンシアター（Morton Theatre）では、現在もさまざまなショーがス
テージを飾っています。次に、現代的なヒップホップやR&Bで有名なア
トランタに行きます。リトル・ファイブ・ポインツ（Little Five Points）は
長い間人気のスポットとなっています。バラエティプレイハウス（Variety 
Playhouse）はライブ音楽やイベントを体験するのにぴったりです。

ジョージア州のリトル・ファイブ・ポインツ

宿泊地：  ジョージア州アトランタに 2 泊 

テネシー州ガットリンバーグから    
テネシー州／ノースカロライナ州グレートスモーキー山脈、  
ジョージア州アトランタへ

ガットリンバーグでミュージックトレイルを離れて、グレートスモーキー
山脈国立公園（Great Smoky Mountains National Park）の観光に
出かけましょう。テネシー州とノースカロライナ州の境界にまたがるこ
の公園には、森や野草の草地を通り抜け、滝や絶景ポイントがある大
小の川に沿って進むハイキングトレイルがあります。グレートスモーキ
ー山脈（Great Smokies）を後にしてジョージア州に向かい、B-52s や 
R.E.M. のようなバンドと永遠のつながりを持つ大学町、アセンズを目
指します。1910 年にボードビル劇場としてオープンし、デューク・エリン

13 日目

4 時間／317 キロメートル



サウスカロライナ州チャールストン

ジョージア州アトランタからサウスカロライナ州チャールストンへ
15 日目

5 hours/300 miles

チャールストンと言えば、南北戦争前のカラフルな大邸宅と精巧な製鉄所です。石
畳の通りを散策するウォーキングツアーに参加して、これらの邸宅と庭、チャールス
トンの由緒ある海岸沿いの遊歩道、バッテリー（Battery）の最高の眺めを楽しみ
ましょう。この都市と同じ名前のダンスが 1900 年代初頭のラグタイム時代に人気
を博し、1920 年代にはジャズビートに乗って踊られていたため、チャールストンと
いう名前にはなじみがあることでしょう。グラミー賞受賞シンガーのダリアス・ラッ
カーは、チャールストン出身で、アルバムの 1 つを『Charleston, SC 1966』と名付

けています。ザ・タワー・デポー（The Tower Depot）としても知られるチャールスト
ン・ミュージック・ホール（Charleston Music Hall）が 1990 年代に改装されたこ
とで、市内に一流のライブ・ミュージックス・ポットが登場しました。落ち着いた雰囲
気の夜を過ごすなら、歴史あるダウンタウンのバーかビーチの酒場に入って、才能
豊かなミュージシャンのステージを楽しむのがおすすめです。

宿泊地：  サウスカロライナ州チャールストン

アメリカ旅行のヒントやアイディアが満載の GoUSA.jp をご覧ください。


