
北部のすばらし
い音楽を訪ねる旅

イリノイ州 – ミシガン州 – オハイオ州 – ペンシルベニア州  – ニューヨーク州 ‒ マサチューセッツ州



北部のすばらしい音楽を訪ねる旅

イリノイ州シカゴからミシガン州デトロイト	 4	時間	30	分/455	キロメートル		

ミシガン州デトロイトからオハイオ州クリーブランド	 2	時間	45	分/274	キロメートル	

オハイオ州クリーブランドからペンシルベニア州ピッツバーグ	 2	時間	15	分/214	キロメートル

ペンシルベニア州ピッツバーグからペンシルベニア州フィラデルフィア	 4	時間	45	分/489	キロメートル	

ペンシルベニア州フィラデルフィアからニューヨーク州ニューヨーク市	 1	時間	45	分／151	キロメートル

ニューヨーク州ニューヨーク市からマサチューセッツ州ボストン	 3	時間	45	分/346	キロメートル
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ミュージシャンたちは、ユナイテッドセンター（United Center）やオールステー
トアリーナ（Allstate Arena）、シカゴシアター（Chicago Theatre）を満席にし
ます。この街の多様性は、地元のステージで演奏される音楽にも影響を与えて
います。ウィッカーパーク（Wicker Park）やバックタウン（Bucktown）、リンカー
ンパーク（Lincoln Park）、ローガンスクエア（Logan Square）地区の小さなス
テージで、さまざまなジャンルを融合した音楽や将来有望なミュージシャンの
演奏に耳を傾けてみませんか。 

シカゴの音楽の原点がジャズとブルースにあることは言うまでもありません
が、シカゴにはさまざまなジャンルの音楽シーンがあることも事実です。活
気あるミュージックホールや、毎年行われる有名な音楽フェスティバル、ロラ
パルーザとピッチフォークも見逃せません。1907年から続いているジャズや
ビッグバンドの演奏を聞きに、グリーン・ミル・カクテル・ラウンジ（Green Mill 
Cocktail Lounge）へ出かけてみませんか。マディ・ウォーターズとバディ・ガ
イズは、伝説的なシカゴブルースのスタイルを確立したミュージシャンに数え
られますが、現在でも毎年 1 月にバディ・ガイズのレジェンズ（Buddy Guy’s 
Legends）クラブでガイズ自らが演奏する姿を見ることができます。大都市シ
カゴにはツアーコンサートに対応できる大きな会場もあります。トップクラスの

イリノイ州のジェイ・プリツカー・パビリオン

イリノイ州シカゴ
1 日目

宿泊地：イリノイ州シカゴで 2 泊



ミシガン州のモータウン博物館

イリノイ州シカゴから 
ミシガン州デトロイト

シカゴ からミシガン湖 の 壮 大 な 湖 畔 沿 い を進 み 、ノートル ダム 大 学
（University of Notre Dame）のあるインディアナ州のサウスベンドに入りま
す。この街で行われる聖心大聖堂（Basilica of the Sacred Heart）などのツア
ーは見逃せません。サウスベンドを出発してミシガン州に入り、活気溢れる大
学の街ミシガン州アナーバーへ。アナーバーのメインストリートは、アメリカ屈
指の絵のように美しいスポットとして知られています。ジアーク（The Ark）やケ
リータウン・コンサート・ハウス（Kerrytown Concert House）で、地元アーティ
ストのパフォーマンスを鑑賞しましょう。次に、デトロイトまで移動します。「自動
車の町（Motor City）」と「モータウン音楽誕生の地」の両方で知られるデトロ
イトは、市街地の再開発によって、トレンディなレストランやショップ、文化施設
のある街に生まれ変わりました。モータウン博物館（Motown Museum）を訪

3 日目

れ、スティービー・ワンダー、スプリームス、マーヴィン・ゲイといった伝説的ミュ
ージシャンが 1960 年代の全盛期にヒット曲を録音した場所と彼らにまつわ
る資料を自分の目で確かめましょう。ちなみに、アリス・クーパー、エミネム、ジ
ャック・ホワイトなどもデトロイトをルーツに持つアーティストです。ジャズ好き
の方は、クリフベルズ（Cliff Bell’s）へ。修復されたアールデコ様式の建物を利
用した伝説的なナイトクラブで、毎晩生演奏が繰り広げられます。デトロイト
では、大御所アーティストのヒップホップから、デトロイト交響楽団のクラシッ
クまで、幅広いジャンルのトップクラスの音楽が楽しめます。

宿泊地：ミシガン州デトロイトで 2 泊

4 時間 30 分/455 キロメートル 



ミシガン州デトロイトから  
オハイオ州クリーブランド
5 日目

2 時間 45 分/274 キロメートル 

オハイオ州のロックの殿堂

五大湖の 1 つ、エリー湖の湖畔沿いをオハイオ州トレドまで進みます。トレド美
術館（Toledo Museum of Art）に立ち寄り、数々の名作とガラスパビリオンを鑑
賞しましょう。もう少し刺激が欲しいときは、車を 1 時間ほど走らせ、スリル満点
のジェットコースターが約 20 種類あるシダー・ポイント・アミューズメント・パー
ク（Cedar Point Amusement Park）へ行きましょう。次に、ラジオの DJ が「ロッ
クンロール」という新語を生み出した場所、クリーブランドへ向かいます。エリー
湖のウォーターフロントには、イオ・ミン・ペイ設計のピラミッド型建築が特徴的
なロックの殿堂博物館（Rock & Roll Hall of Fame）があります。数フロアを歩

き回って常設と特別展示を見学し、偉大なロックミュージシャンたちについて
学びましょう。クリーブランドには音楽史にまつわる逸話が残っているだけでな
く、現在もビーチランド・ボールルーム・アンド・タバーン（Beachland Ballroom 
& Tavern）やミュージックボックスサパークラブ（Music Box Supper Club）など
で、活気ある音楽シーンが展開されています。

宿泊地：オハイオ州クリーブランドで 2 泊



オハイオ州クリーブランドから  
ペンシルベニア州ピッツバーグ
7 日目

2 時間 15 分/214 キロメートル

1826 年にスティーブン・フォスターが生まれた街、ピッツバーグは、この旅のテ
ーマにぴったり。「アメリカ音楽の父」として知られるフォスターは、200以上の
大衆音楽を作曲し、その楽譜を売りました。アフリカ系アメリカ人の文化の中
心地であるヒルディストリクト（Hill District）では、1900 年代中頃、歌手のレ
ナ・ホーンやビリー・エクスタイン、ドラム奏者のケニー・クラークといったミュ
ージシャンたちが、ベルモント（Belmont）、Loendi Club、クローフォードグリ
ル（Crawford Grill）などで名を上げました。レナ・ホーンは、ピッツバーグのジ
ャズの殿堂（Pittsburgh Jazz Hall of Fame）入りを果たした最初のアーティ
ストの 1 人です。それからしばらく経った後の 1960 年代にはボビー・ヴィント
ン、ザ・レターメン、デル・ヴァイキングスなどドゥーワップを歌うグループが登

場し、再びピッツバーグは音楽界に名を馳せました。ポップスやロック、ラップ
の世界で活躍するクリスティーナ・アギレラ、トーキングヘッズのクリス・フラン
ツ、ブレット・マイケルズ、ウィズ・カリファもピッツバーグをルーツに持つアーテ
ィストです。ブリロボックス（Brillobox）、パークハウス（Park House）、クラブカ
フェ（Club Cafe）では、ピッツバーグで活動する期待の新人のパフォーマンス
が楽しめます。もう少しスケールが大きなショーを楽しみたいときは、ステージ 
AE（Stage AE）、ハインツホール（Heinz Hall）、PPG ペインツアリーナ（PPG 
Paint Arena）をチェックしましょう。

宿泊地：ペンシルベニア州ピッツバーグ

ペンシルベニア州のザペンシルベニアン



ピッツバーグを出発し、活気あふれるフィラデルフィアへ。途中で通過するペン
シルベニア州のアーミッシュカントリー（Amish Country）では、馬車時代のラ
イフスタイルを垣間見ることができます。独立宣言と合衆国憲法の署名が行
われたフィラデルフィアは、アメリカ生誕の地として知られています。1857 年に
設立されたアカデミー・オブ・ミュージック（Academy of Music）は、フィラデル
フィアを象徴する劇場です。1924 年以来、レナード・バーンスタインやサミュエ
ル・バーバーをはじめとする世界中の作曲家と演奏家たちが、リッテンハウスス
クエア（Rittenhouse Square）にあるカーティス音楽学校（Curtis Institute of 
Music）で音楽教育を受けました。フィラデルフィア管弦楽団のコンサートを楽
しむときは、メンバーの半分がカーティス音楽学校の出身者であることに思い
を馳せましょう。ロックの創始期にフィラデルフィアの存在感を一気に高めたの
は、フランキー・アヴァロンやチャビー・チェッカーといったフィラデルフィア出身
の歌手たちです。また、ディック・クラーク（Dick Clark）は、40 年近く放映された
テレビ番組「アメリカン・バンドスタンド」で、フィラデルフィアを最先端の音楽

の街として紹介しました。街中にある約 4,000 点の壁画のいくつかを眺めなが
ら、エルトン・ジョンが 1975 年に発表した歌「フィラデルフィア・フリーダム」の
メロディを口ずさんだ後は、デラウェア川（Delaware River）のそばにあるダウ
ンタウン、ノーザンリバティーズ（Northern Liberties）へ向かい、シュミッツの
屋外広場で行われている無料のコンサートを楽しみましょう。屋外フェスティバ
ルは地元の文化に浸れる絶好のチャンスです。リバーフロントのペンズランディ
ング（Penn’s Landing）にあるグレートプラザ（Great Plaza）ではサマーコンサ
ートが連続で行われ、9 月の最初の週末にはベンジャミン・フランクリン・パー
クウェイ（Benjamin Franklin Parkway）でメイド・イン・アメリカ・フェスティバル

（Made in America Festival）が開催されます。もちろん、屋内だって負けてい
ません。数世紀の伝統を受け継ぐ大小さまざまなホールで、上質で幅広いジャ
ンルの音楽を楽しむことができます。

宿泊地：ペンシルベニア州フィラデルフィア

ペンシルベニア州ピッツバーグから  
ペンシルベニア州フィラデルフィア
8 日目

4 時間 45 分/489 キロメー  トル

ペンシルベニア州のワールド・カフェ・ライブ



ニューヨーク州ニューヨーク市

ペンシルベニア州フィラデルフィアから  
ニューヨーク州ニューヨーク市

北へ向かい、ニューヨーク市を目指します。「ビッグアップル」とも呼ばれる
この街は、代表的なアメリカ音楽を生み出したことで知られています。ブル
ックリン出身のアーロン・コープランドは、映画、オペラ、バレー、20 世紀の
バンドの音楽を作曲し、有名な楽曲を残しましたが、彼以外にもニューヨ
ークの音楽史を築き上げた伝説的な音楽家たちが名を連ねています。グリ
ニッジビレッジにある薄暗い地下のクラブでも、エレガントなカーネギーホ
ール（Carnegie Halls）やラジオ・シティ・ミュージックホール（Radio City 
Music Hall）でも、オーソドックスなマディソン・スクエア・ガーデン（Madison 
Square Garden）やブロードウェイのシアターでも、質の高い音楽が楽しめる
のがニューヨーク市の魅力です。パンク、ヒップホップ、ディスコなどのジャン
ル発祥の地であり、JAY-Z、シンディ・ローパー、ブロンディ、レディー・ガガ、ト
ーキングヘッズ、バート・バカラックなど伝説的なミュージシャンを輩出した
ニューヨーク市には、ブルース、ジャズ、サルサ、ラップ、エレクトロニックなど、
多種多様なミュージックシーンを求めて世界中の人々がやってきます。異なる

9 日目 

文化を持つ 5 つの地区では、シンガーソングライターたちが地元のカフェで
初めて自分の曲を披露したり、人気急上昇中のミュージシャンが立見席限定
のクラブのステージを夜明け前まで独占したり、伝説的なスターが呼び物の
コンサートが売り切れたりするのは日常のことです。リンカーン・センター・フ
ォー・ザ・パフォーミング・アーツ（Lincoln Center for the Performing Arts）
、ビーコンシアター（Beacon Theatre）、ザ・タウン・ホール（The Town Hall）
などでは、ライブ音楽に飢えることはありません。街を去る前に、ダコタ・ハウ
ス（Dakota Apartments）の近くで 1980 年に亡くなったジョン・レノンに敬
意を表し、ハーレムにある世界的に有名な劇場、アポロシアターを訪れまし
ょう。1914 年にアフリカ系アメリカ人のパトロンのためにオープンしたこのシ
アターには、現在でも次のビッグスターの演奏を聴こうとファンたちが押しか
けます。

宿泊地：ニューヨーク州ニューヨーク

1 時間 45 分／151 キロメートル 



ニューヨーク州ニューヨーク市からマサチューセッツ州ボストン

1700 年代のアメリカ建国において重要な役割を果たしたボストンには歴史
的建造物が点在していますが、ミュージックシーンにおいて古めかしさを感
じることは全くありません。1960～1990 年代、ジェームズ・テイラー、ジョー
ン・バエズ、ドナ・サマー、ボストン、カーズ、エアロスミス、ニューエディション、
ニュー・キッズ・オン・ザ・ブロックといったボストンのアーティストたちが音楽
界をリードし、全米で次第に有名になっていきました。ニューイングランドか
ら湧き出る躍動感は、既存のパンク、メタル、ハードコアの音楽シーンをさら
に盛り上げました。35 のカレッジ、大学、コミュニティカレッジを擁するボスト
ンには、さまざまなジャンルの新しいアーティストの音楽を求める聴衆が必
ずいます。アトウッズタバーン（Atwood’s Tavern）、グレートスコット（Great 
Scott）、リザードラウンジ（Lizard Lounge）など小さめの会場でパフォーマン
スを披露するミュージシャンの中には、バークリー音楽院（Berklee College 
of Music）の学生もいます。ホテルやレストラン、ブルワリー、生演奏が楽しめ

10 日目

るバーやパブがあるウォーターフロントのシーポートディストリクト（Seaport 
District）は一度訪れてみる価値があります。ボストンハーバーにあるバンク・
オブ・アメリカ・パビリオン（Bank of American Pavilion）や、マンスフィールド
にある円形劇場コムキャストセンターで有名ミュージシャンのツアーコンサー
トを堪能しましょう。ボストン交響楽団（Boston Symphony Orchestra）やボ
ストン・リリック・オペラ（Boston Lyric Opera）で静かにクラシックを楽しんで
みてはいかがですか。迫力を求めるなら、チャールズ川（Charles River）沿い
にあるハッチ・シェル（Hatch Shell）では独立記念日を祝うフェスティバルに
出かけて、ボストン・ポップス・オーケストラ（Boston Pops Orchestra）の演奏
と花火がシンクロするショーを見物しましょう。

宿泊地：マサチューセッツ州ボストン

マサチューセッツ州のボストン交響楽団

3 時間 45 分/346 キロメートル

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。




