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第一章：序論

第一節：はじめに

ポップミュージックは国民文化なのか？一言でまとめると、それが本文の研究テーマで

ある。

Q.「音楽に国の違いはあると思いますか？」

A. 「（一同首を横に振る）」

「（青森の津軽三味線で有名な）吉田兄弟とかだったら、政府がお金を助成して

も良いと思う。なぜならそれは日本の音楽だから。でもそれが宇多田ヒカルだっ

たら賛成しない。なぜならそれは日本の音楽ではないから。」（英語での発言を

翻訳）

上段にあるのはQualitive Research Methodのクラスで行ったグループインタビューの

演習で、質問者である筆者と10人の回答者との質問と回答の記録の一部である。下段は筆

者がゼミで取り上げた、カナダ、北欧、オーストラリア、ニュージーランドなどで現在行

われているポップミュージックの輸出助成策について書かれたニューヨークタイムズの記

事を基に行われたディスカッションで、日本でもこのような政策を行うべきかとの質問に、

ある日本人生徒が答えた意見である。

政府によるポップミュージックの文化政策について研究しようと思っていた筆者は、こ

の二つの意見に出鼻をくじかれる事になった。なぜなら、彼らの言うとおり、「ポップミ

ュージックに国の違いは関係なく」「ポップミュージックは国民文化ではない」のなら、

これらの文化政策の意義は根底から無くなってしまうからである。しかしよく考えてみれ

ば、自分のように重度の音楽中毒患者以外にとってみれば、それはごく一般的な意見だと

も考えられる。だが、一方で「J-POP」や「BritPop」といった特定の国家の名前が使われ

たポップミュージックのジャンルの呼称は、音楽ファンに限らず、ごく一般的に流通して

いるが、その矛盾に対する答えはない。



果たして本当にポップミュージックは「国の違いはなく」、「国民文化でもない」のだろ

うか？ポップミュージックの文化政策について研究をし、その政策を日本で提言するので

あれば、この二つの疑問は避けて通れない課題である。これが本研究の出発点である。

第二節：背景

音楽は有史以前から人々の暮らしの中に存在していたし、その産業化も20世紀初頭から

始まっていた。1950年代からはレコードとして商品化された音楽、即ちポップミュージッ

クのグローバル化が始まり、60年代にその速度は一気に増した。しかし、そのグローバル

化とは、アメリカで生まれた音楽が、他の国にそれまであった音楽を市場から押しやって

世界中に広がっていった現象である。以来グローバルに流通するポップミュージックの大

半は、アメリカかイギリスで作られた英語の音楽であり、稀にある例外を除けば他の国の

ポップミュージックがグローバルに広がることはほとんどなかった。また米英の音楽がヨ

ーロッパを始め世界各国の音楽市場を、それぞれのローカル音楽よりも人気があるのが現

状である。そればかりでなく、ヨーロッパなどではそれぞれの母国語ではなく英語で歌う

現地のミュージシャンが多くなっていて、現地語で歌われるポップミュージックの国内市

場での割合はは年々下がってきている。こうした事態はヨーロッパばかりではない。例え

ば今日の韓国の人気ミュージシャンは自国で一定の成功を収めると、より大きな市場であ

る日本での成功のために日本語で歌う例が多くなっている。

そうしたアメリカとイギリスからのポップミュージックのグローバル化と均質化、それ

に伴うローカルミュージックの衰退と母国語の危機に対して、それまで市場に委ねてきた

ポップミュージックに対して、各国の政府が保護と育成に乗り出していくようになった。

カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、多くのヨーロッパ諸国では、ローカルミュ

ージックを全体の放送時間の一定の割合で掛けることをラジオ局へ義務付けたクオータ制

を制定した。また政府からの公金やカセットテープなどへの目的税がローカルミュージシ

ャンの育成に回るような制度も整えられてきた。さらにソフトパワー論の高まりも手伝っ

て、これらのローカルミュージックを海外市場へ輸出促進するようにもなった。自国のロ

ーカルミューシャンの外国でのプロモーション活動を助成したり、文化機関が外国で自国

のポップミュージシャンを集めたイベントなどを開催するようになった。



さらに、1990年代以降は各国でポップミュージックのローカル回帰の動きが活発になっ

てきた。小規模のミュージックレーベル、いわゆるインディーズの力が増すに連れ、各国

のインディーズレーベルが互いの作品をリリースしあうようになったインディー・グロー

バリゼーションと呼ばれる動きも活発になってきた。今日では世界の音楽市場において、

アメリカ、イギリス以外の国のポップミュージックの存在感は確実に増してきている。特

にインターネットの急速な普及により、MySpaceや YouTubeなどの新しいメディアの登場

も手伝って、それまでポップミュージックおいては辺境の地であった国々のミュージシャ

ンも、グローバル市場に参加出来るようになるなど、国境を越えたな動きは活発化してい

る。こうした傾向と連動するように、ポップミュージックの保護育成と輸出促進の文化政

策は、今のところ、一定の効果を出している（LEEDS, November 12, 2006) 。

第三節：問題定義

    ここで一つの疑問が生まれる。果たしてポップミュージックは国を代表する文化形態

と呼べるのだろうか、ということである。なぜなら、前述した通り、現在世界中の国々で

聴かれているポップミュージックのほとんどは、アメリカとイギリスで生まれた音楽をそ

のまま受容したものであり、それぞれの地方文化の要素ははっきりと見られないものであ

る。J-POPと呼ばれる日本のポップミュージックに、日本の伝統音楽の要素は皆無である。

スウェーデン・メタルと呼ばれるスウェーデン人アーティストによるヘヴィメタルミュー

ジックには、スウェーデン古来の文化要素は見られない。ドイツはテクノミュージックの

一大産地であるが、かの国で作られるテクノミュージックに、バッハやモーツァルトが残

した偉大なクラシック音楽の伝統を引き継ぐものはない。これらの音楽をその国の音楽文

化と呼ぶことは可能なのだろうか？

    

　ここで冒頭に挙げた二つの事例から考察し、そこから人々のポップミュージックに対し

ての二つの一般的な意見が導きだされる。一つは、ポップミュージックに国の違いはない。

もう一つは、ポップミュージックは国民文化の形態ではない。

そしてもう一つの疑問は、仮にポップミュージックに国の違いがあり、国民文化だとす

るならば、それらをその国の母国語以外の言語で歌われたとしても、国民文化のままなの

であろうか？第一節で書いたように、今日のポップミュージックの世界では、グローバル

な成功を得るために、より市場の大きい言語で歌う傾向が強くなっている。多くのヨーロ

ッパのポップミュージシャンは英語で歌い、韓国の人気歌手は日本語で歌い、香港の歌手



は北京語で歌うようになっている。Phoenixや Tahiti 80といった英語で歌うフランス人

ミュージシャンの歌は「フランスの音楽」と呼ぶことは出来るのどあろうか？また別の面

では、言語にポップミュージックのローカル性が表れていると言うのなら、言語を共有す

る国々の間では、それぞれがどのようなローカル性を持ち得ているのだろうか？例を挙げ

るなら、アメリカやイギリス以外の英語圏の国々は、米英音楽を前にして、その国の国民

文化と呼べるポピュラーミュージックを持ち得ているのだろうか？それは複数の言語を持

つ国に対しても同様な疑問が生じる。

なぜなら、もし人々がポップミュージックから国家の区別を認識せず、自国のポップミ

ュージックに対して、なんらアイデンティティーを抱いていないとするなら、ポップミュ

ージックは国家の持つ文化とは言えないことになる。アパデュライ（1996）は文化とは

「他者との差異の概念」であり、対比的特性であると表現した。(p.12) もし人々が自国

のポップミュージックと他国のポップミュージックを別けて、比較することがなければ、

それを自国文化のひとつとは呼べなくなるはずである。そして、それを保護、育成し、ソ

フトパワーとして輸出助成しても、受容する人々がその音楽をその国の文化として認識し

ていないのであれば、その文化政策の意味は、経済的な側面はさておき、文化外交的な意

義は失ってしまう事になる。ポップミュージックは国民文化なのか？それが本文の基本と

なる問いである。

第四節：研究対象

ポップミュージック国民文化なのか？それが本文の大きな問いであるが、音楽学の視点

から論ずれば、各国のミュージシャンが、アメリカからやってきたポップミュージックに、

彼らの民族的なルーツや伝統的な音楽の要素を取り入れようとする試みは以前から行われ

ているし、今もそれは続いている。また、ローカル化されたポップミュージックに、ロー

カルな要素を解析する学術的な試みも盛んに行われてきた。しかしながら、本文ではそう

いった音楽学的解析のアプローチはとらない。本文のアプローチは音楽を聴いている人が、

どう思い、どう感じているかに焦点を当てるものとする。

最初の問いは、国民が自国のポップミュージックに対して、国民としてのアイデンティ

ティーを抱いているのか、という事である。国民がその国で生まれるポップミュージック

を「自分達の音楽」と認識し、その中に自分達の国民性や文化が反映されていると感じて

いるかを調査した。繰り返すが、ここでは実際にローカル性がどのような形で反映されて



いるか音楽的に検証するのではなく、人々がそう思っているかが重要である。更に、人々

にとってどんなジャンルが「我々らしい」音楽で、何が「我々らしくない」音楽だと感じ

ているのか、あるいはミュージシャンの背景によって変わるのか、そこまで踏み込む必要

もある。

次の問いは人々はポップミュージックに接する時に、その音楽がどの国の音楽なのかを

知っているのか？そして、それはどのようにして知り得たのであろうか？ポップミュージ

ックの出自国とは大抵の場合、そのミュージシャンの出身国であるが、そうでない時もあ

るし、複数のメンバーの国籍が多様なこともある。しかし、ここではその正確さや成否は

問題ではなく、人々が「この音楽はあの国の音楽だ」と認識しているか、それが重要なの

である。

そして、そのポップミュージックの出自国を認識していたのなら、人々はその音楽から

その国のイメージを浮かび上がらせているのであろうか。そして音楽はその国のイメージ

に変化を与えているのだろうか？例えば、日本のポップミュージックを聴いた人の中で、

彼の日本に対するイメージに変化はあるのだろうか？逆に彼が日本に対して持つイメージ

は、その日本のポップミュージックに対するイメージに影響を与えているのだろうか？こ

れは文化政策の是非にもつながる調査になる。

上記に加え、本文では外国語で歌うアーティストの存在についての是非を問いたい。国

民がアイデンティティーを抱く対象に、外国語で歌われる自国アーティストの音楽も含ま

れているのか。同時に他国民が外国語で歌われる他国のアーティストからその国のナショ

ナルイメージを浮かび上がらせているのかも問う。例えるなら日本人リスナーは英語で歌

うフランス人ミュージシャンの曲から、フランスのイメージを思い浮かべているのか？ポ

ップミュージックで歌われる言語の越境化は、今日の世界で行われる大きな流れである。

ここに対する問いをすることは、今日のポップミュージックを考えるうえで重要なことで

ある。

以上の問いをまとめれば、一つの政策提言への答えとなる。すなわちポップミュージッ

クの保護と輸出のための育成の助成策は有効な政策なのか、という問いである。国民は自

国のポップミュージックを「我々の音楽」と捉えてなければ、それを保護する意味がない

であろうし、自国のポップミュージックを輸出しても、それを聴いた外国民がその国の音



楽だと認識していなければ、経済的な側面をのぞけば輸出する意味は無くなる。この問い

はソフトパワー論への答えの一つとなるはずである。

第五節：調査方法

本文では質的調査を基本に置く。一対一でのインタビューを計 30人のインタビューを行

ったが、一部に1対2で行ったインタビューもある。インタビュー対象は、筆者が在籍す

る早稲田大学にいる学生が中心で、その他にも学生から紹介されて会った者もいる。特に

音楽好きと限定せずに、実際に DJなどをやっているものから、音楽はほとんどテレビかイ

ンターネットで聴くだけという者まで選んだ。注意を払ったのは国籍で、東アジアからヨ

ーロッパ、北米までばらけるようにしたが、日本人と韓国人がそれぞれ4人ずつと一番多

い。ただしグローバルに広がるポップミュージシャンがいない国々、例えるならアフリカ

諸国であったり、インド、バングラディッシュなどの学生はインタビュー対象から外した。

年齢層は20歳から37歳まで。20歳未満と40歳以上は対象から除外した。各インタビュイ

ーのプロフィールは第三章の冒頭に一覧を置く。

上記に加え、よりデータの幅を持たせることを目的としてインターネットを活用したリ

サーチを行った。ポップミュージックリスナーは、どのようにポップミュージックの国籍

を認識しているのか？まず日米英独仏カナダ各国でのamazonにおける同一作品のユーザー

レビューを見て、そこでユーザーはミュージシャンの国籍とナショナルイメージをどう認

識しているのかを、解析してみる。

また国の違いの認識の情報源として、雑誌記事も参照にする。日本で入手出来る記事は、

日本、アメリカ、イギリス、フランスの音楽雑誌だったが、カナダを訪れる機会に恵まれ

たので、カナダで入手した音楽誌も参照に使った。そこでの記事を参照にして、初めて聴

く音楽に対してナショナルイメージはどのように使われているかの考察をしてみる。イン

ターネットにおける音楽サイトの記事も同様に参照として使った。また商品としてのポッ

プミュージックに、出自国の情報はどのように扱われているかを調べるために、日本とカ

ナダのレコード点においてフィールドリサーチも行った。

以上のようにインタビュー、インターネットにおける書き込み、雑誌記事、CDショップ

における商品情報などを参照にした調査を通し、出来る限り丹念に言葉を拾い上げてみた。



しかし、主題があまりに大きな範囲を持つものゆえ、この調査方法ではおのずと限界が出

て来る。次に本文における限界を記す。

第六節：本研究における限界

本研究における難点は、その対象があまりに広すぎることにある。北米、ヨーロッパ、

東アジア、南米の一部、オセアニアに住む 20代から30代までの若年層を中心にした層で、

音楽の愛好度は問わない。少なく見積もっても10億から20億人ぐらいはいると思われる。

それを東京に住む自分の周りの人々で調査するのである。

インタビューの対象は国籍が出来るだけ幅があるようにしたが、それでも限界はある。

また学生を中心にインタビューしたので、20代が中心になってしまうのも避けられなかっ

た。しかもいろいろな国から来た人々で、様々な個人的背景を持っていたが、現在日本に

住んでいるという事では共通している。つまり母国を離れ、外国文化の中に住んでいると

いう時点で、ある程度の国際感覚を持っているという事になるので、そこにある種のバイ

アスがかからないとは言い切れない。

言語の使用にも限度があった。インタビューは英語か日本語で行ったが、20人のインタ

ビュイーの母国語はそのどちらでもない。インターネットでの調査は日本語、英語、そし

て僅かに韓国語で行った。フランス語やドイツ語のテキストは、Googleの翻訳機能と友人

の助けを借りて行った。

上記のような限界がある中での調査であったのが、ポップミュージックとナショナルア

イデンティティー及びナショナルイメージの関係を考察するにあたって、十分な根拠を与

えてくれるデータになったと思われる。その質的調査におけるデータから考察するにあた

って、論理的な根拠を与えてくれる文献や先行調査を数多く必要とした。次章では多岐に

渡る先行研究や論理的考察を記す。

第二章：ポピュラーミュージックの文化政策の概観と先行研究

第一節：始めに

本研究の背景として取り上げるべき先行研究、文献は多岐に渡る。まずは先行研究に触

れる前に、第二節ではポップミュージックの定義付けすることを行う。第三節では英語が

ヨーロッパのポップミュージックを占有していった過程と原因を考察する。第四節ではア



メリカとイギリスのポップミュージックのグローバル化について書く。そしては1990年代

から始まったポップミュージックの文化政策の歴史と現状をまとめたものを第五節に書く。

続く第六節に、ポップミュージックとナショナルアイデンティティーの関わりに関する先

行研究をまとめる。そしてグローバル化する世界の中でのナショナルアイデンティティー

の在り方に関する考察をした先行文献を第七節で行い、最後にソフトパワー論とナショナ

ルイメージの先行研究の第八節で紹介する。

第二節：ポップミュージックの定義

今日、ほとんど全ての先進国は音楽に対するなんらかの文化政策を実施しているが、ど

の国も音楽をハイアートに属するものととポップカルチャーに属するものの二つに別けて

考えている。だが、これらの国をまたがって共通したポップミュージックの定義は存在し

ない。実際、ポップミュージックまたは大衆音楽の定義は難しい。言葉通りに解釈するな

ら、クラシック音楽も民謡も、多くの人々に聴かれている音楽であれば全て大衆音楽にな

る（ギブソン・コンネル　2003）。あるいは、形態がなんであれ、全く人気のない音楽は

大衆音楽とは呼べなくなる。アドルノ（1941）は大量生産された録音物をより多く売るた

めに、型にはめられ規格化された音楽を、芸術音楽にと対比してポピュラーミュージック

と呼んだが、これは批判的な見方で表現したもので、現在では全ての音楽は CDとして大量

生産されているので、現在あるポップミュージックだけを形容することは出来ない。

フリス（1991）は、ポピュラーミュージックは第2次大戦後に生まれ、60年代に劇的に

広がったと述べたが、これを基準に考えて戦前の音楽との違いを考察すると、「消費され

ることを前提とした、特定の演者の人格と一体になった音楽」という結論にたどり着く。

例をたとえて言うならば、「交響曲第9番」はベートーベンが書いたが、ベートーベン自

身がこの曲の演者でないし、ベートーベンが誰か特定の演者を歌うことを想定して書いた

曲ではない。一方で、「Jailhouse Rock」はエルビス・プレスリー自身が書いた曲ではな

いが、この曲はプレスリーが歌うことを前提として書かれたもので、プレスリー以外の人

物が歌うと、それは「プレスリーのカバーソング」となる。また、プレスリー以外の人物

がこの曲を最初に歌っていたら、今ある「Jailhouse Rock」とは全く違うイメージを持つ

ことになると思われる。今ある「Jailhouse Rock」とは、そのメロディーやコード進行、

旋律だけではなく、プレスリーの容姿、歌声、踊り方、彼の個人的な背景、その全てが一

緒になった上で作られたものであり、曲とそれを歌うプレスリーの人格が一体となった音

楽である。



その二分論で考えれば、おおよその音楽を別けることが出来るはずである。日本の戦前

からある浪曲や演説歌はポップミュージックとは言えないが、特定の歌い手のイメージと

密接に結びついた60年代以降の演歌はポップミュージックとして考えられる。主にスタン

ダードナンバーを演奏するジャズミュージシャンはポップミュージシャンではないが、マ

イルス・デイビスなど作家性を重要視されるジャズミュージシャンはロックの文脈と共に

語られることが多い。映画の BGMとして書かれた音楽は、ポップミュージックとは捉えら

れない。これで完全とは言えないし異論もあるだろうが、これで世間一般でイメージされ

るポップミュージックの輪郭を描き出すことが出来る。

こうした音楽と特定の演者が一体となったポップミュージックは、レコードや CDといっ

た録音物の大量生産化とラジオやテレビなどのマスメディアの登場によってもたらされた

ものである。レコードに記録された歌は、特定の歌い手の声が固定化され、レコードのカ

バーには歌い手の名前と写真が印刷されているので、聴き手にはその曲はその歌い手だけ

の歌として記憶されるようになる。特にテレビが登場し、テレビの画面に歌い手が歌う姿

が映るようになってからは、聴き手にとって曲と演者は切り離せないようになった。こう

して特定の演者の所有物となったポップミュージックには、演者の人格と一体化するよう

になった。つまり演者の性格、容姿、年齢、性別、人種、階級、態度、個人的背景といっ

たものが、曲のイメージと一緒になって捉えられるようになった。そして演者の人格の一

部として出身国、出身地も重要な要素として曲と一緒に考えられるようになった。その結

果としてポップミュージックに、ナショナリティーを持ち込むこととなった。

第三節：ポップミュージックの英語化

こうして商品として演者の人格と一体となったポップミュージックは商品化され、1960

年代以降、アメリカから各国の若者文化に受容されることによって世界へと拡散した。し

かし、それは同時に英語による音楽の言語の均質化でもあった。ウォルザー(2008)は、ヨ

ーロッパ各国での年間ヒットチャートの上位 20曲での自国語と外国語の割合比率の変化を

調べた1。50年代のドイツでは、外国語曲の割合が19％だったのに対し、ドイツ語曲は

81％あった。しかし2000年代ではドイツ語曲が19％で外国語曲が81％ときれいに反転し

ている。フランスでは50年代に93:7と圧倒的にフランス語曲が多かったが、2000年代に

1 外国語の曲に英語以外に言語が入ることはほとんど無いと見て良い。



は56:44にまでなっているし、イタリアでも50年代は73:27 だったのが、2000年代に

23:77と反転している。

これは一概にローカル音楽が米英のポップミュージシャンの曲に押されたという訳では

ない。1997年から2001年でのローカル音楽の各国の音楽市場での占有率は、イタリア、

フランスではかろうじて5割以上を保っているが、ドイツでは4割ほどで、オランダは4

分の1を切っている。スイスに至っては 1割にも満たない。だがそれよりも、その少なく

なっているローカル音楽の曲で自国語で歌われる曲の割合が減っている事実がある。同じ

く 1997年から2001年の間に上位 20位以内には入ったローカル曲の中での自国語で歌われ

る曲の割合は、フランスでは9割近く保っているものの、ドイツは3分の1ほど、イタリ

アでは3割を切っている。つまり、問題なのは米英音楽が他の国の音楽市場を占有してい

ることだけではなく、自国のミュージシャンが自国語ではなく、英語で歌っていることに

もあるのだ。

なぜこのような状態が起きたのか？カトラー（2003) は、英語圏じゃない国のミュージ

シャンが英語で歌うことを「Yaourt phenomenon」（Yaourtはフランス語でヨーグルト）

と名付け、ロックやポップの世界では英語が共通語であり伝統であるがゆえ、その大きな

コミュニティーへの憧れと帰属への願望がミュージシャンを英語で歌わせていると説く2。

こうした音楽の中での共通語は他のジャンルにも存在していて、オペラではイタリア語が

共通語で、アメリカ人のオペラ歌手もイタリア語で歌っているし、同じようにシャンソン

ではフランス語が共通語になっている。また、カトラーは英語が経済的にも政治的にも大

きいがゆえに、レコード会社がより大きな市場に入るために英語で歌うようにプレッシャ

ーを掛けているとも推測している。実際、「本場」への帰属願望は60年代のイギリスのバ

ンドにも見られ、トラッドギル（1983）はビートルズやローリングストーンズも初期はア

メリカのブルース歌手に習って、アメリカのアクセントで歌っていたと指摘する。日本で

もアメリカやイギリスのロックに憧れて、英語で歌うことから音楽を始めるミュージシャ

ンは多い。しかし、CDを出すようになると日本国内では英語で歌っても全く売れないので、

売れるために日本語で歌うようになる。一方、ヨーロッパでは、英語で歌うほうがむしろ

大きな市場にアクセス出来るようになるので、結果として英語で歌うミュージシャンが多

くなったと思われる。

2 コンネルとギブソン（2003）も同様の事を指摘している。



第四節: 米英音楽のグローバル化

こうして世界のポップミュージックは次第に英語に占有されていったが、英語圏の国の

中でもアメリカ音楽の存在感は突出している。イギリス国内での自国音楽の占有率は、

1997年から2003年の間では50％を割っていて3、アイルランドでは4分の1ほどに過ぎな

い（Wolther 2008）。このような状態になった原因は、世界の音楽産業はメジャーと呼ば

れる多国籍企業が占有していることが関係している。 シュンカー（2008）は、ニュージ

ーランドでの状況を文化帝国主義と形容し、こうまとめている。しかるにメジャーレコー

ド会社のニュージーランドでの支社の仕事は、米英のアーティストをニュージーランド市

場で売ることである。たまにニュージーランドのアーティストをデビューさせるが、それ

は米国で売るためであって、ニュージーランド国内向けのニュージーランドのアーティス

トの育成には関心がない。ニュージーランド国内にはメジャー会社と張り合える大きい資

本を持った音楽会社は存在しない。結果としてニュージーランドの音楽は育たないと結ん

でいる。

そしてヨーロッパでの状況はネグス（1993）が次に説明する。メジャーレコード会社の

ヨーロッパの拠点はロンドンに置かれていて、そこではアメリカにある本社から売り込む

べきアメリカ人アーティストの指令が来る。ロンドン本部の仕事は、その指令をさらにヨ

ーロッパ各国の支社かライセンス先の会社へと出すことで、ヨーロッパ中でアメリカ人ア

ーティストのための大々的なキャンペーンが展開される。各国の支社からそれぞれの国の

ローカルスターをイギリスで売り込んで欲しいという要請がロンドン本部に来る事がある

が、ロンドン本部は自分達が指令を出したアーティストの売り込みに積極的になってもら

うために、交換条件として引き受けるが、実際はレコードを出すだけで、ほとんど宣伝活

動を展開をしない。これと同じことが世界中で起きていて、これまでに日本のアーティス

トがアメリカ市場に挑戦したことはあったが、どれもまともなプロモーションをしてもら

えず、悲惨なセールス結果に終わっている。

もっともフリス（1991）が指摘するように、これはメジャーレコード会社の資本先がア

メリカ企業だから、アメリカ人アーティストばかり売られたという訳ではない。世界のメ

ジャー会社のうち、ソニーは日本資本であるし、ソニーと合併する前の BMGはドイツ資本

である。アメリカ人アーティストの曲が売り込まれるから人々がアメリカ人音楽を聴いて

3　逆にアメリカでのイギリス音楽の占有率は1986年の32%から激減し、1999年では0.2%
にまでなっている(Cloonan 2007)。



いるのか、人々が求めるからアメリカ人アーティストが売り込まれるのか。これは卵と鶏

論争になってしまうので、これ以上論ずるのを避けるが、しかし市場の論理に任せていた

ら現在の状況になり、そこから抜け出すことが出来なくなってしまった。その結果、90年

代以降、政府がその市場の状況の改善に踏み込むこととなった。

第五節：ポップミュージックの文化政策

ポップミュージックは市場の論理に委ねるべきという考えから足を踏み出したのは、カ

ナダ、オーストラリア、ニュージーランドといった米英以外の英語圏の国家である。カナ

ダは1971年に Canadian Content Regulation (CanCon) を制定し、ラジオ局に総放送曲の

25%以上をカナダ人音楽とすることを義務化するクオータ制を導入。この比率は86年に

30％、 98年に35％と段階的に引き上げられていった (Henderson 2008)。更に音楽ビデオ

を流すテレビ局にも、同様に10％以上のカナダ音楽のビデオを流すことを義務付けている

（Chamberland 2001)。オーストラリアは最も早くクオータ制を導入した国で、1942年に

2.5%以上のオーストラリア音楽の OAを義務化し、1976年には20%まで引き上げている

（Breen 1993)。現在ではジャンルごとに比率を変えていて、ポップミュージックは25%と

なっている（Mason 2003)。ニュージーランドは1990年に、一度クオータ制の導入を見送

ったが、2002年に導入し13％に制定。2006年には20％に引き上げている (Shuker 

2008)。アイルランドは30％以上のアイルランド音楽を義務付けている (Stokes 2008)。

その他にはフランスが最も厳しく、フランス語の曲の放送のクオータ制を40％以上に制定

し、1996年からは、発売から6ヶ月以内で10万枚以下のセールスのアーティストの作品

が、割合のうち半分を占めなくてはいけないとう制約も付け加えられた（Mason 2003)。

    

こうしたクオータ制の成果については賛否両論がある。ブリーン (2008)はクオータ制

を中心としたオーストラリアの文化政策は1996年までほとんど成功しなかったと断じ、ウ

ォルザー (2008)も40％という厳しいクオータ制を守るため、1996年までフランスの放送

局が掛けていたのはほとんどオールディーズの曲だったと言う。一方でシュンカー 

(2008)は、クオータ制の導入を1990年に見送ったニュージーランドは助成を中心とした文

化政策を展開したが、努力むなしくほとんど成果が出ず、 2002年にクオータ制を導入し

たら想定以上の成果が出たと指摘した。90年代後半以降のローカル音楽の回帰傾向は、長

年のクオータ制の成果によるものという事は、ヘンダーソン (2008)もウォルザー (2008) 

も一致している。

    



80年代まではこうした放送局へのクオータ制を通した保護政策がメインだったが、90年

代以降は政府がそれまでの周縁文化と捉えていたポップミュージックに対する態度を変え

（Shuker 1994)、ローカル音楽の育成に乗り出すことになった。1991年にニュージーラン

ドは、国内音楽の助成を目的とした NZOA (New Zealand On Air)を設立。国内アーティス

トのプロモーションビデオの制作費を助成することから始め、その役割を徐徐に拡大して

いった (Shuker 2008)。古くは19世紀後半から文化政策を始めていたフィンランドも90

年代まではポップミュージックに対する文化政策は皆無だったが、文化予算の増加とポッ

プミュージックに対する見方の変化と共に、ロックミュージシャンの育成を始めた。1997

年にはロックマネージャーの養成プログラムというユニークな取り組みを開始し、産業面

での振興を図った(Mäkelä 2008)。オランダは録音用のカセットテープに目的税を儲け、

そのお金がポップミュージックの振興を目的とした Dutch music and the Dutch Rock 

Federationに行く制度がある（Cloonan 1999)。ポップミュージックは市場に委ねるもの

という考えが強かったイギリスでも、1997年にブレア政権が「ブリティッシュロックの輸

出額は鉄鋼産業以上」と言い、ポップミュージックを始めとしたポップカルチャーの振興

策、Cool Britaniaを始めた。この政策は政治家からの支援がなく短命に終わったが

（Dinnie 2008)、90年代に起きた BritPopブームは BBC Radio1のバックアップによる影

響が強いと、クルーナン (1999)は指摘する。意外なところでは、シンガポールがシンガ

ポール人としてのナショナルアイデンティティーの構築を目的として、博物館でシンガポ

ールのポップミュージックの歴史を紹介したり、シンガポール人アーティストの歌を国家

キャンペーンソングとして使う Sing Singaporeというキャンペーンを展開している

（Matter 2009）。

こうした育成政策は主にば国内市場での自国ミュージシャンの地位向上を図ったものだ

ったが、2000年代に入ると国外への輸出を志向した政策が出て来るようになる。ニュージ

ーランドは NZOAによるアーティストへのレコーディング費用の助成などを始めたほか、NZ 

out thereといいう輸出助成プログラムを始めた。これは外国での国内アーティストのプ

ロモーションツアーの支援と助成を目的としている (Shuker 2008)。　文化保護と国際ア

ピールは一致するという認識を持つようになったフィンランドは2002年に Music Export 

Finland(Musex)を設立。国内ミュージシャンの外国レーベルとの契約をバックアップを目

的とした組織で、ツアーの助成や外国でのフィンランドのバンドを紹介するコンベンショ

ンなどを開催している（Mäkelä 2008）。同様の輸出を目的とした機関は各国にあり、カ

ナダは FACTOR、フランスは French Music Export、デンマークは Denish Rock 



Council(ROSA), オランダは Stichting Popmuziek Nederland、スウェーデンは Contact 

Network for Non-Commercial Musicなどがある（Negus 1993)。イギリスでは一括する文

化機関はないが、外国でのプロモーションを DCMS、UKTI、British Councilといった幾つ

かの省庁、文化機関が役割分担して行っている。またブレア政権下でのスコットランドの

自治権拡大にともない、宝くじの売上を基金とした文化機関Royal Art Councilを各自治

政府へ分割。スコットランド独自の文化機関、Art Council of Scotlandとしてスコット

ランド出身バンドの海外でのプロモーションやイベント開催などを行っている(Cloonan 

1999)。ドイツは Radio Goetheというドイツのポップミュージックを紹介する番組を、web

と外国のラジオ番組で放送している(Krause 2008)。韓国は韓国コンテンツ振興院という

文化機関を設立し、海外での韓国ミュージシャンとプロモーションやアルバム制作費の助

成などを行っている。

こうした輸出振興策は現在のところは、上手くいってる（LEEDS, November 12, 2006) 

。 多くの研究者達はこれらの政策の成果を認めている(Mäkelä 2008, Shuker 2008, 

Henderson 2008, Cloonan 1999, Krause 2008)が、同時に問題点も挙げている。スコット 

(2008)は、NZOAによるアーティスト育成のプログラムに当選する確立は2%に過ぎなく、新

人バンドは当選するために音楽スタイルを変えるようにまでなっていると指摘している。

マケラ（2008)も助成を受けるための新しい競争が、商業的な競争に取って変わったと言う。

また クルーナン(2008)は文化政策のジレンマとして、イギリスの音楽を盛り上げても、

その彼らの CDを売るレコード会社は EMIを除けば皆多国籍企業であり、そもそも音楽産業

はハイリスクで、投資したお金の85%は回収することが出来ないという問題も挙げている。

また、彼自身はArt Council of Scotlandのアーティスト支援プログラムに参加している

が、例えば 2000年代に成功したフランツ・フェルディナントは、スコットランドを基盤と

しているが、4人のメンバーのうちスコットランド生まれは1人だけで、また彼らが所属

するレコード会社も出版社もロンドンにあり、彼らの成功でどれだけのお金がスコットラ

ンドにもたらされ、どれだけの文化的影響があったのか計測することが出来ないと指摘す

る。さらに文化的観点から基づいた反対意見もある。Cool Britainの失敗は、政治家から

理解を得られなかったことにあり、右翼からはイギリスの伝統を無視したものとされ、左

翼からイギリスの多様性を無視したもの批判された（Dinnie2008）。マケラ(2008)もフィ

ンランドのアーティストの助成対象はフィンランドらしさを持つものを対象としているが、

なにがフィンランドらしさなのか定義もガイドラインも存在せず、現実としてロックかフ

ォークだけに限定されていると指摘する。またニュージーランドの輸出奨励策も、外国受



けばかり気にするあまり、ニュージーランドらしさが無いバンドばかりになったと批判さ

れている（Steel 2004)。だが、ではなにが「らしさ」なのだろうか？果たしてポップミ

ュージックの中に、「らしさ」あるいはナショナルアイデンティティーはあるのだろう

か？

第六節：先行文献：ポップミュージックとナショナルアイデンティティー

ポップミュージックにナショナルアイデンティティーはあるのか？これは本研究の中の

テーマの一つである。スミス（1991)は著書「National Identity」で、ネイションとは文

化的・政治的に結びついた共同体と定義し、その中で価値、象徴、神話などが記号化され

共有されていったと説明する。彼はまた歌、旗、衣服、芸術、工芸までもが共同体の政治

的アイデンティティーの核を作ったとし、特に音楽は祖国の風景や伝説を大衆に伝えてき

たと述べた。アンダーソン（1983）も共有する言語で作られた詩歌の歌唱は、国民に共同

体としての同時性の経験を与えるとしている（p.238)。その観点から言えば、大衆が字を

読めるようになる前から、同国民としての政治的アイデンティティーは音楽で共有されて

いたとも言える。こうした音楽とナショナル共同体としてのアイデンティティーの関係に

踏み込んだ数少ない研究に、ジョン・コーネルとクリス・ギブソンの「Sound Tracks: 

Popular Music, Identity and Place」がある。彼らは歴史上の全ての社会は音楽の伝統

を持ち、、音楽と踊りは文化の重大要素であった」と断言している。また各国のポップミ

ュージックの形はその国の文化や地理的条件の特有性を反映したものになっていると説く。

フリス（2000）は、音楽に反映されるアイデンティティーについて、アイデンティティー

は現象ではなく仮定であるとして、ポップミュージックの中に民族性が反映されるのは当

然であると述べている。なぜならポップミュージックは、その生産から消費までに過程に

様々な人々の個人的な決定が加わることになるからである。つまり曲を書き演奏するミュ

ージシャンがいて、それを選ぶプロデューサーがいて、それを売るかどうか決めるレコー

ド会社の人間がいて、それを選ぶラジオ局やレコード会社のスタッフがいて、それを選ん

で買う消費者、全てが関わる社会的行動であるがゆえに、異なる文化と歴史を共有する異

なる社会的なグループでは、異なった音楽が産まれることになるからだ。こうした認識は

多くのポップミュージック文化政策の研究家に共通している。クルーナン（1999）はグロ

ーバルな時代であっても、どこの国に住んでいるかが、その人に一番影響を与えるとして

いる。レゲフとモッティ（2004）のイスラエルのポップミュージックについての研究では、

世界各地からやってきたユダヤ人たちが持ち寄った文化が入り混じるイスラエルで、ポッ



プミュージックは一つのイスラエル文化を構築してきたと述べられ、それはある文化から

借りてきたものを再構築することが出来るポップミュージックの特性によるものだとして

いる。コン（1999）は、ポップミュージックは共同体への所属意識を国民に与えてくれる

とし、失敗に終わったシンガポール政府の文化政策を、その心意気においてのみ評価して

いる。 マケラ（2008）は「ポップミュージックにはコミュニティーとナショナリティー

の感覚を表現している」と論じている。ただ、それらの言説にははっきりとした証拠がな

いということは各人の認めるところである。それはトンプソン（2001）の言うように、個

人がどのようにナショナルアイデンティティーを持っているのか調べることは困難である

からである。だがヘンダーソン（2008）は、インターネットでの音楽共有サイト Last.fm

で、カナダ人ユーザーによるチャートを調べ、そこではカナダ人アーティストが他の国に

比べて、高い割合で聴かれている事実に目を向け、インターネットのような国境やクオー

タ制がない場所でも、ファンはカナダの音楽を認識していて、ポップミュージックにナシ

ョナルアイデンティティーがある証拠として挙げている。ポップミュージックはグローバ

ルな存在であり、グローバル化はどんどん進んでいる。にも関わらずそこにナショナルな

アイデンティティーをファンが抱くのはなぜか？それを知るためには、グローバル化する

世界の中でのナショナルアイデンティティーを論じる、もっと大きな言論界を覗く必要が

ある。

第七節：グローバル化する世界の中でのナショナルアイデンティティー

なぜ90年代以降、ポップミュージックをナショナルアイデンティティーの拠り所として

捉え、保護と育成に乗り出した国が出てきたのであろうか？それはナショナルアイデンテ

ィティーは90年代以降、最もホットな議題の一つ(Cloonan 1999)であり、グローバル化し

た世界で同時進行で起きる、文化の均質化と多様化との間にある緊張のなか、人々はロー

カルにアイデンティティーの寄りところを求めているとアパデュライ (1996)は指摘する。

しかしそのローカルとは都市であったり故郷の田舎ではなく国家のことを指す。なぜなら

国家だけがグローバル化に対抗する力を行使できるからである（Cloonan 1999)。それゆ

えに、現在の国民国家は、他国との区別するための国としての特徴を持つことが重要にな

った（Featherstone 2000)。それゆえに均質化する世界の中で、ナショナルアイデンティ

ティーの強調として表す、反あるいは脱グローバル化反応が起きているとハチンソン

（2000）は言う。こうした状況は、国家による自国語と価値観の保護の必要性を訴える言

説が、世界各地で起きている事からも判る（Croucher 2004)。コーエン (1974)もグロー



バル化が進み、他のエスニックグループとの文化的差異が失われていくほど、文化アイデ

ンティティーと排他性を強調されていく現象を「Sociological paraddox」と表現した。

そうしたグローバル化する世界の中での国家によるアイデンティティー構築に、マスメ

ディアが使われている（Tomlinson 1991)。アンダーソン（1991）は出版産業の登場が共

同体への想像を作り出すメカニズムを構築したという有名な考察を残したが、クラウチャ

ー（2004）はそのメカニズムが出版産業からマスメディアへと、そしてインターネットへ

と移動していったと指摘している。そうしたマスメディアは各地の文化的アイデンティテ

ィーの分解していると共に、新しい文化的アイデンティティーの再構築をしている。そし

てフィーザーストン（1996)は、その共通の文化的記憶がない移民国家は、テレビや映画

館などのメディア装置が、文化的アイデンティティーのイメージを作り出すために必要さ

れていると説く。彼は例としてオーストラリアが統合されたナショナルアイデンティティ

ー構築のために、意識的にオーストラリアとして国家像を創出していると述べている。そ

の点からすれば、ポップミュージックの文化政策に最も熱心に取り組んでいるのは、カナ

ダ、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポールといった移民国家であるのは納得

がいく。また現在のヨーロッパ諸国は多くの移民を受け入れてきたことで、その文化アイ

デンティティーを構成する要素が変化してきている。それと同時に文化のグローバル化の

波が各国に押し寄せている。そうした文化的危機感を抱くヨーロッパ諸国で、自国文化を

保護と活性化を中心とした文化政策が行われている理由も説明がつく。そこから繋げれば、

そうした文化的危機の感覚に乏しい日本などの東アジア諸国では、文化政策に対して消極

的である理由にもなっている。だがそういった国では文化政策を取る必要はないのだろう

か？確かにそれらの国では、文化的アイデンティティーの崩壊への危機感という点で文化

政策を論じる人は少ない。しかし、それらの国で文化政策の必要性を訴える拠り所として、

新たにソフトパワー論が出て来たのである。

第八節：ナショナルイメージとソフトパワー

ソフトパワーはジョゼフ・ナイによって1990年に初めて提唱されたが、彼が2004年に

書いた「Soft Power: The Means to Success in World Politics」で具体化され広まった、

比較的新しい言葉である。ソフトパワーの定義を簡単に説明すれば、その国の文化、外交

姿勢などから作られる国家イメージで、他国の人々を自分達の望む外交結果へと導く政治

的影響力で、これとは逆に軍事力や経済力を行使した影響力をハードパワーとしている。



ナイはソフトパワーの源泉として外交努力、留学生を引き付ける高等教育と並んで、ポッ

プカルチャーを挙げた。このポップカルチャー=ソフトパワー論は、それまでポップカル

チャーを文化とみなしていなかった国々の目をポップカルチャーに向かわせ、またポップ

カルチャーを文化政策の一部に入れさせようと試みていた者の理論的根拠を与えた。

これと似た概念で、ナショナルイメージがある。ナショナルイメージはソフトパワー論

よりさらに若い言葉で、まだ2冊しかこれについて書かれた本が無い。主に経営学で使わ

れているが、国家のイメージを挙げることはその国の製品の売上に寄与するという、経済

学的な側面もある。おそらく最初にナショナルイメージについて具体的に書かれたのが、

ジャッフェとネベンザールの「National image and competitive advantage : the 

theory and practice of country-of-origin effect」(2001) だろう。二人はアイデンテ

ィティーとイメージの違いをこう書き表す。アイデンティティーは送り手が自分やその製

品をどう見られたいかで、イメージはそれを受け取る人々が実際にそれをどう見ているか

である（p.13)。二人は一つの製品の完成までに、様々な国がその工程に関わることにな

るが、その国々の中で製品イメージにもっとも影響を与えるのが OC(オリジンカントリー)

である。例えばトヨタの車がアメリカや中国の工場で組み立てられたとしても、その車に

つくカントリーイメージは日本であり、それが最も商品のイメージに影響を与える。その

国の持つカントリーイメージは、その国から出た製品イメージに後光のように影響を与え、

特にまだブランドイメージを確立していない新製品に対してはより強い影響力を持つ（逆

にブランドイメージを確立した製品に対してはあまり影響力がない）。ディニーの

「Nation Branding」(2008)は、製品を売るときには、常にアイデンティティーとイメー

ジの対立が起きると指摘、イメージもアイデンティティーも普通は物、サービス、企業な

どに適用される概念だが国家にも適用できると言う。現在、世界の多くの国がカントリー

イメージの重要さに気付いているが、これらのイメージはテレビや映画などのメディアを

通して口コミで伝えられていて、その影響力は広告やプロモーション戦略より強いと言う。

これら二つの本の著者は共に、政府と企業はそうしたナショナルイメージの持つ影響力を

重視し、協力して長期的なナショナルイメージを作り上げるナショナルブランディング戦

略を組み立てるべきと主張している。またカントリーイメージを上げていくために、対外

的な文化アピールの重要性をあげ、その中でディニーは音楽と文学は文化表現の重要な一

部で、ナショナルアイデンティティーの核であると共に、国家ブランドの形成に大きな役

割を持っていると言う。しかし同時に、ポップカルチャーは良くも悪くもコントロール出

来るものではないとも指摘している。



こうしたソフトパワー論やナショナルイメージ論は、まだ若く、そもそも論じる人が少

ないので、異論を唱える意見は少ない。しかし韓国研究をメインフィールドとするマリア

ンゲイ (2007)は、東アジアの韓流ブームが韓国のナショナルイメージの向上に貢献した

とする韓国政府の調査発表に対して疑問を投げかけている。ポップカルチャーの流行がそ

の国のナショナルイメージを押し上げるという証拠はないと指摘し,ソフトパワーを単な

る「神話」と切り捨てた。彼はお金も払わずに簡単に音楽がインターネットで手に入れら

れる現在、音楽への興味がその発信元である国への興味とは繋がらず、国家のイメージが

強いと文化帝国主義と言われ、逆にファンを失うことになるとも警告している。

こうしたソフトパワー論やナショナルイメージ戦略は、グローバル化からの国民文化の

保護以外に、輸出志向のポップカルチャーの文化政策を支える根拠となって、ソフトパワ

ーという言葉を声高く主張する者は多い。実際に日本ではその一年後に首相になる麻生太

郎がソフトパワー論を根拠に、日本ポップカルチャー産業の輸出振興を提唱したことで、

日本でもソフトパワーという言葉は話題になった。しかし、まだソフトパワー論が実際の

文化政策に反映されているとは言い難い。一方、ナショナルイメージ、あるいはカントリ

ーブランディングはすでに多くの国でその概念は文化機関や大使館を通した観光 PRなどで

反映されている。これはそれまで直接的な経済効果ばかりを求められていた輸出奨励型の

ポップミュージックの文化政策に、長期的な視点を与えることが出来た。実際、音楽産業

はそもそも規模が小さいうえ、ハイリスクなビジネスなので、輸出奨励型のポップミュー

ジックの文化政策への疑問は多い。しかしナショナルイメージに寄与し、他の輸出製品の

売上にも繋がるという論点は、ポップミュージックの輸出奨励に大きな理論的根拠となっ

た。しかし、その文化政策のプロモーション効果についてははまだ希望的な仮説ばかりで、

実際にその効果を証明するものはない。

第九節：総論

これまで節で、アメリカから生まれたポップミュージックが各国のポップミュージック

から市場だけでなくローカル言語までもを奪っていった現状を説明した。また、ポップミ

ュージックへの文化政策が、クオータ制から始まり、育成支援や輸出志向へと変化してい

った歴史にも触れた。こうした保護を目的とした文化政策も、ソフトパワー論も、ナショ

ナルイメージ戦略も、どれもその国のポップミュージックは国民のナショナルアイデンテ

ィティーが反映され、またそれを聴く外国人にとってその国のナショナルイメージを与え



るものである、という認識が大前提として置かれてあるが、そこに疑問や検証を入れたも

のはない。しかし、その大前提がそうではないとするならば、つまり、国民は自国のポッ

プミュージックを国民文化だとは思わず、外国のポップミュージックを聞いた時、それが

どこの国から来たのか知らないし興味もないのであれば、保護であれ輸出奨励であれ、文

化政策の意味はなくなる。ポップミュージックに、ソフトパワーを支える要素としてのポ

ップカルチャーの一翼を担う資格はなくなるし、ナショナルイメージの構築のための文化

アピールに役立つ力もなくなる。

こうした検証は難しい。それはトンプソン（2001）も個人が一般的にどうナショナルア

イデンティティーを持っているのかを調べるのは難しいと書き、各国の文化政策について

書いた研究者たちも、ポップミュージックにも人々はナショナルアイデンティティーを抱

いていると書いているが、同時にそれを証明するのは難しいとも書いている。しかも、こ

こで挙げた先行研究の著者たちもどれもロックやポップミュージックの愛好家でもあるの

で、冒頭に挙げた例のように一般的なリスナーとの認識の差があるという推測も否めない。

困難さを伴うが、なにか小さなものでも実証できるようなものがない限り、ポップミュー

ジックの文化政策の理解を得ることは出来ない。次に続く研究は、次に続く問いに基いて

行われたものである。人々は自国のポップミュージックを自国文化として考えているの

か？外国のポップミュージックをどう認識しているのか？二つの問いのうち、前者はナシ

ョナルアイデンティティーの問題として、後者はナショナルイメージの問題として置き換

えられる。30人とのインタビューを通して得た答えを、第三章ではナショナルアイデンテ

ィティーの問題に、第四章ではナショナルイメージの問題に別けて書いた。そして第五章

では前二章から得た答えを考察したものを書いた。それはポップミュージックおよびポッ

プカルチャーは、それを内側から見る人と外側から見る人、すなわち自国民と他国民から

別々の捉えられ方をされていることだった。



図１

インタビュイーのプロフィール
No. 国籍 年

齢
性
別

父親/母親の出身国 音楽の
愛好度

出身国と日本以外に住ん
だ経験

1 日本 21 女 日本/日本 高 無し
2 韓国 25 女 韓国/韓国 中 中国に2年
3 タイ 28 女 タイ/タイ 低 無し
4 カナダ 37 男 ハンガリー/ハンガリー 中 無し
5 フランス/日本 27 女 フランス/日本 高 ブラジルに5年
6 台湾 24 女 台湾/台湾 中 米国に1年
7 オランダ 23 男 オランダ/オランダ 高 タイに1年半
8 アイスランド 28 男 アイスランド/アイスランド 高 ノルウェイに4年
9 ロシア 22 男 ロシア/ロシア 高 インドに3年、スリラン

カに3年
10 韓国 26 男 韓国/韓国 中 無し
11 中国 27 女 中国/中国 中 無し
12 オーストラリア 27 女 オーストラリア/オーストラリア 高 無し

13 ドイツ 27 男 ドイツ/ポルトガル 高 無し
14 米国 23 男 米国/デンマーク 高 中国に1年
15 米国 28 男 米国/米国 高 ベトナムに半年
16 韓国 30 男 韓国/韓国 低 無し
17 日本 25 女 日本/日本 中 米国に半年、英国に4ヶ

月
18 英国（イングラ

ンド）
23 男 イングランド/スコットランド 高 無し

19 オーストラリア 29 女 オーストラリア/オーストラリア 中 無し
20 シンガポール 25 男 シンガポール/ シンガポール 中 無し
21 シンガポール 25 女 インドネシア/インドネシア 中 12歳まで日本
22 ドイツ 24 男 ドイツ/ドイツ 高 大学は英国
23 Canada 25 女 韓国/韓国 低 12歳まで韓国、中国に2

年半
24 韓国 29 男 韓国/韓国 低 無し
25 コロンビア 25 女 コロンビア/コロンビア 中 無し
26 日本 24 女 日本/日本 高 米国に1年
27 中国 26 女 中国/中国 中 無し
28 スペイン 32 男 スペイン/スペイン 中 無し
29 ロシア 28 女 ロシア/ロシア 高 デンマークに半年
30 日本 20 男 日本/日本 高 無し

*音楽の愛好度：　高＝かなり詳しい　中＝詳しくはないがよく聴く　低＝テレビ、ラジオ、インターネ

ットで聴く程度で、ＣＤを買うことはあまりない。

第三章：ナショナルアイデンティティー

第一節：始めに

スミス（1991）はナショナルアイデンティティーとは、国家の内側にいる者が、それを

共有していると感じることで「私達はだれなのか」を再発見させる、価値、象徴、神話、

習慣といった文化のプリズムと説いた。人々がポップミュージックを自分達の国民文化だ

と認識していることを証明するためには、均質的なものであるポップミュージックのフォ

ーマットに、自分達だけが共有していると感じる文化のプリズムの存在を見出しているか、

という一点が重要である。そしてその文化のプリズムを判り易い言葉で置き換えるなら、



それは「我々らしさ」という言葉が適当であろう。つまり、いろいろな文化を語る際に使

われる「日本らしさ」や「フランスらしさ」という、判り易いが極めて曖昧なイメージを

持つ言葉である。人々はポップミュージックのどこに「我々らしさ」を感じているのか？

それは大きく別ければ、伝統、言語、歌詞の中身、アクセント、ユニークネス（独特さ）

の５つになった。

第二節：伝統

ポップミュージックと自国の伝統文化を融合させた音楽、そこに「我々らしさ」を見い

だす。たくさんの人がこう答えそうだが、意外にもその数は少なかった。その数少ない中

で顕著だったのが、韓国人のインタビュイー3人が揃って挙げたトゥルトだ。インタビュ

イー2はトゥルトが「韓国らしい音楽」だと答えた。このトゥルトを韓国らしい音楽と挙

げたのはインタビュイー10とインタビュイー23である。三人ともトゥルト「韓国の演

歌」と説明したが、実際に日本の演歌と韓国のトゥルトは兄弟みたいな音楽ジャンルで、

トゥルトは植民地時代に韓国に進出した日本のレコード会社によって広まったジャンルで

ある。戦後も韓国のトゥルト歌手が日本語で演歌として歌っていたことがあり、チョー・

ヨンピルの「釜山港へ帰れ」などのヒット曲もある。つまり、トゥルトは植民地時代以前

の朝鮮半島からある伝統音楽のジャンルではない。ではなぜ彼らがトゥルトに「韓国らし

さ」を見出しているかと言うと、それは日本人が演歌に「日本らしさ」を見出している理

由と同じ処にある。「演歌が日本らしい音楽」というインタビュイー30はこう語った。

やっぱり演歌が一番日本らしい音楽だと思います。（中略）北島三郎さん、美空

ひばりさん、あと「兄弟舟」とかが好きですね。でも氷川きよしは・・・、彼が

演歌なのかは疑問ですね。ジェロも演歌なのかどうか・・・。演歌には日本人に

しか分らない感覚はあると思います。演歌は日本的な感覚を歌っていると思いま

す。あれを外国の人が理解できるのかなって、思う事はありますね。

美空ひばりは戦後日本を代表する国民的女性歌手で、北島三郎は今も現役の演歌の代表

的歌手。「兄弟舟」は演歌の代表曲の一つ。氷川きよしは新世代の演歌歌手で、ジェロは

アメリカ出身のアフリカ系の演歌歌手である。すっかり廃れてしまった演歌の中で、二人

はここ10 年で出て来た久々の人気演歌歌手である。演歌は明治・大正期にあった演説歌

が、戦後アメリカのリズム＆ブルースの要素を取り入れることで音楽的なスタイルを確立



したジャンルで、60年代から70年代にかけて隆盛した。ヤノ（2002）は演歌は故郷に対

する想いを歌い上げることで戦後の高度成長期に日本人が抱いたノスタルジアを換気し、

また伝統的な着物を着ることで、故郷に対するアイデンティティーを国に対するアイデン

ティティーと同化させたと指摘した。

韓国のトゥルトもこれと同じ特徴を持っている。つまり、故郷に対する想いを、伝統的

な服装であるチマチョゴリを着ながら歌い上げることで沸き上がるノスタルジアを通して、

国へのアイデンティティーと同化させている点で同じ文化的プリズムを持っている。氷川

きよしもジェロも歌はいたって普通の演歌だが、二人とも着物を着ないで若者らしい格好

をすることで現代的な感覚を演歌に持ち込んでいる。インタビュイー30がこの二人に「日

本らしさ」を感じないのは、そこに原因がある。彼にとって演歌とは生まれる前から存在

していた音楽である。彼が生まれた1989年には北島三郎はすでに演歌歌手としての黄金期

を過ぎていて、美空ひばりはその年に他界している。同じように、3人の韓国人インタビ

ュイーが生まれた時はトゥルトはその全盛期を終えている。演歌もトゥルトも彼らの一世

代か二世代前に確立されたもので、その起源は外国から伝播された音楽にある。しかしど

この国でも賞美される国民文化は、たいてい「1世代か2世代前で」「外国から輸入され

た」ものなのである（Sola Pool 1979, as cited in Tomlinson, 1991)。しかし、そこに

衣装や歌詞に出てくる情景は、彼らが日常的に目にしてないにも関わらず、親世代からの

伝播、教育、メディアを通して教えられた「伝統」というノスタルジアを喚起させるもの

であるがゆえに、彼らはそれを「我々らしい」ものであると信じるのである。

伝統的要素に「我々らしさ」を見出したインタビュイーは他にもいた。インタビュイー

4は「フランスらしい音楽」はこう表現した。

はい、あります。メランコリックな音楽で・・・、フランスの歌謡曲みたいな感

じです。とてもフランスらしい音楽で、歌詞が綺麗。

インタビュイー3はタイらしい音楽をタイの伝統音楽としたし、インタビュイー25は先

住民族であるインディオの音楽をコロンビアらしい音楽と言った。しかし、インタビュイ

ー3は中国系のタイ人であり、祖父と父親の代に中国から移り住んだ世代で、インタビュ

ー25は白人系であるので、インディオの音楽は彼女のオリジンとは関連していない。また



二人のドイツ人インタビュイーはドイツのヘビーメタルバンド、ラムステインを「ドイツ

らしい」と形容したが、ラムステインはヘビーメタルミュージックに戦前のドイツをイメ

ージした衣装やステージセットに取り入れることで「ドイツらしさ」を演出しているが、

それは19世紀末から20世紀前半の統一ドイツのイメージである（Burns 2008)。しかし、

だからといってインタビュイー達の答える伝統が浅はかで嘘っぱちだと吊るし上げたいの

ではない。そもそも「伝統」と呼ばれるものは19世紀後半から20世紀にかけて創られた

ものであるので（Hobshamn and Range 1983)、彼らの認識は現代人にとってごく当たり前

の認識とみて良いだろう。こうして音楽自体は伝統文化でなくとも、衣装、芸術、風景や

四季、伝説などを歌う歌詞などアイデンティティーの核となるもの（Smith 1991)を入れ

ることによって、「我々らしい」音楽は創造されたのである。

この点から考察すれば、シンガポール政府が自国のポップミュージックの歴史を博物館

で展示することによって、シンガポール音楽を創造しようとしながら、それが機能しなか

ったことも納得がいく（Kong 1999)。確かにアンダーソン（1983）が指摘するように、博

物館がナショナルアイデンティティーの形成に寄与してきた。しかし、音楽だけではノス

タルジアを喚起させることは出来ないのである。60年代から70年代にかけてのシンガポ

ールのポップミュージックはまだ歴史が若く、そこに共通のノスタルジアを喚起させる言

葉や衣装などが無かった。そしてもう一つ、他民族、多言語国家であるシンガポールのポ

ップミュージックは、共通する言葉で歌われた歌ではなかった。なぜなら言語こそがナシ

ョナルアイデンティティーを作り出し（Anderson 1983)、今日のグローバル化と均質化す

るポップミュージックの中で、最も重要な存在であり、最も危機に瀕している存在なので

ある。

第三節：言語

スミス（1991）が指摘するように、音楽が祖国の風景や四季、伝説を大衆に伝えたとす

るならば、その歌われる言語は自国語でなければならない。今日のポップミュージックで

起きている脱自国語化現象は、その反動としての自国語音楽の保護や一部のミュージシャ

ンによる自国語回帰などを呼んでいる。では、聴き手側ではそれについてどう思っている

のか？インタビューを通して浮かんだのは、ほぼ全てのインタビュイーに共通した自国語

への大きな信頼感と、出身国の状況によって変わるポップミュージックの脱自国語化への

余裕の違いであった。



今日の先進国の間で最も言語ナショナリズムが強い国はフランスだと言って間違いない。

フランスはAcademie Francaiseというフランス語保護プログラムを実施、その一環でラジ

オ局に40%以上に義務付けている自国のポップミュージックのクオータ制は、その対象を

フランス語の音楽のみに限定している（Catler 2008)。インタビュイー4は英語で歌って

いるフランスのミュージシャンに対してこう批判した。

Q. 彼らの音楽はフランスの音楽だと思いますか？

A. 思わないですね。英語で歌っても良いけど、たまにはフランス語で歌って欲し

いですね。国ならではの魅力ってのは音楽にあると思うし、それに言葉はあまり

関係ない。

Q. フランス人が英語で歌ったら、音楽からフランスらしさは無くなると思います

か？

A. そういう所はあると思います。

90 年代後半以降、英語で歌うことでフランスから世界的な知名度を獲得したミュージ

シャンは数多い。そうしたミュージシャンを支援の対象にしないフランスの文化政策とほ

ぼ同様の見解を彼女は持っている。彼女のように英語で歌う自国ミュージシャンに対して

明確に否定しているインタビュイーは他にもいる。インタビュイー3はタイから東アジア

全般で売れた女性シンガーはタタ・ヤンについては「全然タイらしくない」と否定し、タ

イらしい音楽は何かという問いに対しては、「なによりもタイ語で歌わなくてはいけな

い」としている。インタビュイー25もコロンビアが生んだスーパースター、シャキーラに

対してこう述べている。

彼女はコロンビアでは15歳からスターで、当時は今よりロマンティックな歌を歌

っていた。今の彼女はアメリカ人シンガーみたいになっている。昔は彼女の髪の

色は茶色か黒だったけど、今は金髪にしていて、まるでアメリカ人みたいに振舞

っている。（中略）彼女は変わってしまった。今の彼女の音楽はコロンビア音楽

とは言えない。逆に（同じくコロンビア出身の）フアネスは好き。彼はコロンビ



アらしさを今も大事にしている。彼はスペイン語でしか歌わない。彼の曲はどれ

もコロンビア人の感覚がある。

彼女自身はシャキーラが好きなので、インタビュイー4やインタビュイー3のように英

語で歌うことに対して明確な拒絶感を示してはいないが、この他の多くのインタビュイー

同様、英語で歌うのは「売れるため」と見ていてる。しかし、英語で歌ってもそこに

「我々らしさ」が反映されるか否かは、インタビュイーの間でも見方が別れた。二人のド

イツ人インタビュイーもインタビュイー25と同じような見方をもっている。インタビュイ

ー13は「ドイツ人が英語で歌うのはビジネスのためだと思う。でもその事自体に反対はし

ない」とし、インタビュイー22は 80年代に隆盛した英語でのドイツ人のポップミュージ

ックを「カルチャーレスミュージック」とし、それらの「50％以上はドイツ音楽とは言え

ない」とした。インタビュイー29は今でもほとんどのロシアのポップミュージックは自国

語で歌われているが、若いバンドでは英語で歌うことが流行っていると認めつつ、英語で

歌うことの是非にこう続ける。

目的によるわね。例えばアメリカでプロモーションツアーをするというような目

的があるのなら良いと思う。今、若いロシアのバンドはアメリカで売れたくてレ

コードを作っている。目的がアメリカ市場だと言うなら、英語で歌っても良いと

思う。でも全部の曲を英語で歌うと逆に子供っぽくなる。だってそれではアメリ

カ人の物真似をしているみたいじゃない。英語が喋れないなら、「LOVE, LOVE, 

LOVE」みたいな単純な英語だったら良いと思うの。でも英語でシリアスなことを

歌おうとしたら、滑稽に見えてしまう。

かつて東側諸国では英語で歌うのは反体制の証であり、自由への希求であった

（Connell and Gibson 2003)。今もそうなのか知る由はないが、彼女の見方はロシア人ミ

ュージシャンが表現を追求したければ、自分たちの母国語で歌わなくてはならないという

事だ。今回のインタビューでは全てのインタビュイーに対して「自分たち本当の感情を表

現するのには、自分たちの言語でなくてはならないか」という問いをして、ほぼ全てのイ

ンタビュイーが「そうだと思う」と答えた。例えばインタビュイー6は「中国語でないと



表現出来ない中国人の感情てのがある」と答えていて、全てのインタビュイーは、これと

ほぼ同じ回答をしている。インタビュイー13もインタビュー29も、100%翻訳できない国

民感情や気質があるのは、どの国でも同じと言っている。ただ、「ではミュージシャンは

自分の国の言葉で歌わなくてはならないか？」という踏み込んだ質問に対しては、これも

ほぼ全てのインタビュイーが「そうは思わない」と答えている。例外としてインタビュイ

ー14が「ヒップホップは英語でなきゃ駄目」と答えている。ヒップホップは各地のローカ

ル言語と結びつくことで受容とローカル化を果たしたジャンルである(Mitchell, eds, 

2002; Condory, 2006)。ロックやポップスが英語化するのとは逆に、フランスのヒップホ

ップは全てフランス語で歌われているし (Cutler 2003)、ドイツのヒップホップも全部ド

イツ語で歌われている (Pennay 2001)。ヒップホップは母国語で歌うべきだという考えは

強い。しかしポップミュージック全体としては、母国語でなくては駄目という考えは強く

なかった。

外国語で歌うのはより大きなマーケットでの成功のためで、それは仕方のないこと、と

いう考えは多くのインタビュイーに共通していた。例えばインタビュイー8 は、アイスラ

ンドの人口は30万人程しかなく、アイスランド国内で売っても音楽だけで食べていくこと

は出来ず、音楽で身を立てようと思ったら外国で売ることを考えなくてはならない。その

ためにはアイスランド語で歌うことは諦めなければならないと言っている4。3人の韓国人

インタビュイーも韓国の人気歌手がこぞって日本語で歌う現状も、仕方のないことと認め

ている。インタビュイー10はこう言う。

韓国人は音楽はみんな無料 MP3をダウンロードをして CDを買わないから、大ヒッ

トしても30万枚程度。それ以上を目指すには日本に行って、日本語で歌うしかな

い。

日本語で歌う韓国人歌手は年を追うごとに増えていってるが、それでも割合的はまだそ

れほど大きくなく、日本では日本語で歌うシンガー達も韓国国内では韓国語で歌っている

ことが、日本語化への拒否反応の小ささの要因であると思われる。しかしインタビュイー

2はこうも述べる。

4 しかし同時にここ数年では同国の人気バンドSigur rosの最新作を代表に、アイスラン
ド語回帰の傾向が見られるとも言った。



Q. BoAが日本語で歌っている音楽は、日本の音楽か、韓国の音楽かどっちだと思

いますか？

A. 彼女が日本に住んでいる限り、日本の音楽ですね。BoAは日本に長いこと住ん

でいて、日本語も完璧に喋れる。BoAは日本人になっちゃったねと悪口を言う韓国

人もいる。

しかし、BoAがアメリカ向けに英語で歌っていることは、彼女はアメリカ人になったの

か、という質問に対しては、「それは違う。（理由は）わからないけど・・・」と矛盾し

た意見になる。こうした言語によっての態度の違いは、英語をアメリカやイギリスで使わ

れている言語というより、世界の標準語として捉えているからだろう。共通語としての英

語を歌うことは、自国文化を「裏切った」ことにはならないのだ。何人かのインタビュイ

ーは英語でも「我々らしさ」は表現できていると言う。例えばインタビュイー8は「アイ

スランドらしさ」について、こう説明している。

アイスランドは大自然に囲まれている。それは（アイスランドの音楽に）影響を

与えていると思う。レイキャビクをちょっと出ただけで、雄大な自然に出会う。

荒涼とした自然の中では、自分は小さな存在なんだって、そんな感覚はアイスラ

ンドの音楽に影響を与えていると思う。その感覚は英語の歌詞で書いたって同じ

だと思うよ。シガー・ロスやビョークの音楽にもそういう感覚はあると思うよ。

アイスランド語はかなり複雑な構造を持つ独特の言語だが、インタビュイー8の言葉に

はそのアイスランド語にアイスランド人としてのアイデンティティーを見出すものはない。

その代わりにアイスランドの自然やコミュニティーとしての国家に見出していて、それは

英語の歌詞であっても変わらないとも言う。こうした外国語で歌われる自国のポップミュ

ージックに対する拒否感や複雑な思いは、実際に自国語音楽の立場が英語の歌に脅かされ

ている国の人に多い。逆に自国語音楽の圧倒的な立場を占めている国では、外国語で歌う

ことにはなんら特別な想いを頂いていないか、あるいはこの質問自体の内容にピンと来な

いのかのどちらかである。日本での日本語曲の割合は80%以上あり、チャート上位に占め

る割合となればほぼ 100%に近い。それでもアメリカ市場を狙って、海外向けに英語で歌う



日本人ミュージシャンは少なくない。4人の日本人インタビュイーの日本人ミュージシャ

ンが英語で歌うことへの反応は、どれも好意的なものだった。アメリカ向けに英語で歌う

のは良い事だと思うし、英語でも日本人らしさは出てると思う、と揃って答えた。その中

でインタビュイー30はこう言った。

宇多田ヒカルさんのように、インターナショナルスクールで育ったとか、ちゃん

としたバックグラウンドがあるなら英語で歌っても良いと思うんですけど、Puffy

みたいな英語が喋れないのに歌だけで英語歌うってのは、あんまり良いと思わな

いですね。ちゃんと英語が上手くなってから歌って欲しい。

この意見はマッター（2009)が調べたシンガポールでのシンガポール人ミュージシャン

による英語曲の見られ方と似ている。シンガポールは英語が公用語として使われているに

も関わらず、シンガポール人が歌う英語のポップソングがシンガポールではある種、紛い

物的な扱いを受けている理由について、マッターはシンガポール人自身がシンガポール人

の英語を「恥ずかしいもの」と思っているところにあると指摘している。この意見につい

ては二人のシンガポール人インタビュイー（20,21）も「シンガポールでは英語は多人種

間のコミュニケーションの為の言葉であって、自分たちのネイティブ言語ではない」とし

て、彼らもシンガポール人が歌う英語の歌は本物ではないと言っている。インタビュイー

30の言葉も、ネイティブではない人が歌う英語の歌は本物の表現ではないという考えが素

になっている。日本では70年代にミュージシャンの間でロックにおける「英語日本語論

争」が起きたことがあるが、英語で歌うことへの批判は、それが日本人にとって本物の表

現ではないという考えを根拠としている。つまり日本での英語曲に対する批判は表現の方

法論に関しての議論が主であり、文化論ではないのである。

アメリカン人、オーストラリア人、イギリス人各インタビュイーに対して、外国語で歌

う自国のミュージシャンについて聞いても、それは彼らの想像の範囲外であったので回答

らしい回答を得られなかった。筆者自身も英語以外の曲で歌う英語圏出身ミュージシャン

は知らないし、あったとしてもそれは「変わり種」でしかない。当たり前のことだが、英

語圏の人にとっては自国語の喪失など想像外のことである。それは中国人インタビュイー

二人についても同様であった。中国語以外の言葉で歌う中国人ミュージシャンなど見た事

がない二人にとってもまた、自国語の喪失は想像の範囲外であった。外国語で歌うことに



対する反感と複雑な反応は、実際に自国語の存在が脅かされている国だけで起きていて、

自国語曲が安泰な国では、それは想像の範囲外の話なのだ。

ただ、そういった自国語の立場が弱い国にとっては、自国語を使うこと自体がひとつの

表現方法になっている。ドイツのラムステインにとってドイツ語で歌うこと自体が彼らの

アイデンティティーであると同時に、彼らのセールスポイントになっているし、アイスラ

ンドの最近のフォーク歌手にとってアイスランド語で歌うこと自体が、彼らの表現運動に

なっているのだ。サーヴィラ（2003）もベラルーシ語で歌うことによって、ベラルーシア

ン・ロックというジャンルが作られると指摘している。それではカナダやオーストラリア、

ニュージーランドなど、自国語の立場は強いが共通の伝統を持たない国にとって、「我々

らしさ」はポップミュージックのどこに存在しているのだろうか？それは歌詞の中身で表

現されていて、そこにしか見出せないのである。

第四節：歌詞の中身

スミス（1991) とアンダーソン（1991）が言うように、音楽が共同体にいる人々を繋ぎ合

わせる言葉を伝えてきたのなら、ポップミュージックの歌詞は、国民を結びつける役割を

果たしているのだろうか？

歌詞の中に表れる地名、歴史上の人物や出来事などの固有名詞、描写される世界観や国

民気質など、その国の中に住む者同士でしか分かり合えないものは多い。例えばインタビ

ュー5はカナダのポップミュージックに現れる「カナダらしさ」についてこう語る。

説明しにくいですけど・・・。歌詞の中に現れていると思う。アメリカの音楽の

言葉は、みんな夢が大きい。カナダはもっと小さい。それは日本と似ていると思

う。カナダはもっと安定した人生が欲しい。それが歌詞にも出ている。寂しい

（雰囲気の）時もあるけど、芸術的でもある。（中略）Golden Lifeって知って

る？彼の曲はカナダらしい。すごく自然なことを歌っていて。人間の寂しさとか

季節の話とか。すごく共感できる。

カナダのミュージシャンが作る全ての曲に、彼の言う人生観や世界観が表れているのか

は判定するのは難しい。もっとも彼はカナダ人であっても、セリーヌ・ディオンやアヴィ



リル・ラヴィーンといった世界的に有名なミュージシャンは「カナダらしくない」と言い、

彼の言う「カナダらしい」ポップミュージックは限られたものである。ヘンダーソン

（2008）もセリーヌ・ディオンやアヴィリル・ラヴィーンといったミュージシャンは世界

的に成功したが、単にアメリカ音楽の一部になっただけで、カナダ音楽とは言えないとし

ている。しかし、2000年代以降の Broken Social Sceneなど新世代のカナダのバンドは、

カナダらしさを追求していないのにも関わらず「歌詞の中でカナダらしさを表現してい

る」(p.313)と述べている。個々のバンドの是非はともかくとして、カナダ人にとって歌

詞の中に表れる言葉や世界観に「カナダらしさ」を感じているのは共通している。

そのような考え方はカナダ以外の英語を公用語とする国にもある。インタビュイー12は

オーストラリアらしいバンドの一つとして The Herdというヒップホップ・バンドを挙げて

いて、その理由に「オーストラリアのアクセントのある英語で、オーストラリア社会につ

いて歌っているから」としている。逆に AC/DCや JET、サヴェージ・ガーデンといった国

際的に成功したバンドは「オーストラリアらしくない」としている。シュンカーとピッカ

ーリング（1994）はニュージーランドの音楽に、ニュージーランドらしさはあるのかと問

い、彼らはその答えとして歌詞の中身やバンド名に表れているとした。

歌詞の中身に国民性を見出すのは英語圏の国だけではない。インタビュイー6は中国大

陸のポップスを聴いても、台湾のポップスとは違うと感じるという。社会の違いが歌詞の

中に表れていると彼女は言う。インタビュイー28はスペインの音楽の特徴は情熱的な歌詞

にあるという。「アメリカらしさ」の表現もまた歌詞の中に表れると二人のアメリカ人イ

ンタビュイーは言う。インタビュイー14はヒップホップはアメリカの文化で、最もアメリ

カ社会を表現した表現形態だと言う。一方、インタビュイー15はカントリーミュージック

こそがアメリカらしい音楽で、特に「ジョニー・キャッシュの歌詞にはアメリカらしさが

表れている」と言う。コンネルとギブソン（2003）もカントリーミュージックとアメリカ

保守派の伝統的価値観のつながりを指摘している。そういう伝統的価値観を「アメリカら

しさ」とインタビュイー15は見ている。

ヒップホップとローカルの繋がりの強さは前述した。ヒップホップがアメリカで生まれ

た時から、東部や西部、または各都市や地方など、ヒップホップ・アーティストはそれぞ

れのローカルの繋がりを強調していたため、ヒップホップが世界中に広がった時に、各地

のローカルと強く結びつくことになった。インタビュイー12がオーストラリアらしいバン



ドの一つとして The Herdというヒップホップ・バンドを挙げたことは前述したが、インタ

ビュイー29から台湾のヒップホップ・アーティストの MC HotDogはアメリカの真似だけで

はない、中国の若者文化を表現していると言う。一方、クルーナン（1999）はヒップホッ

プなどイギリスの黒人音楽は、イギリス社会のことを歌ってはいるが、イギリスという国

に対してアイデンティティーを抱くような事は無いと指摘している。ヒップホップは言葉

を大事にするジャンルなので、そこに国民性が現れ易いのである。

伝統、言語、歌詞の中身。これらがポップミュージックにナショナルアイデンティティ

ーを反映させる主要要素になるが、それ以外にも、インタビュイーが国民性を見出したも

のがある。それはアクセントと独特さが挙げられる。

第五節：アクセント

シュンカーとピッカーリング（1994）は、ニュージーランドのポップミュージックに表

れるニュージーランドらしらの例として、バンド名や歌詞の中に出て来る言葉の他に、ア

クセントやイントネーションを挙げている。ただし、実際にはほとんど聞き分けられない

とも述べている。

英語圏の人にとってアクセントの違いに国の違いを確認する傾向は多い。インタビュイ

ー18は好きなイギリス人ミュージシャンにジャミロクアイを挙げながらも、イギリスのア

クセントがないジャミロクアイの音楽は「イギリスらしいとは思わない」とし、逆にアク

セントの強いオアシスは「イギリスらしいと思う」とした。多くのミュージシャンが幅広

い支持を得るために標準的なアクセントで歌う一方、ローカルアイデンティティーを強調

するために、自らが属するローカルのアクセントを強調して歌うミュージシャンもポップ

ミュージックの歴史には少なくない。ビートルズを始めとした60年代のイギリスのバンド

が、アメリカンアクセントで歌っていたことをトラッドギル（1983）が指摘したことは前

述したが、彼はまた70年代のイギリスのパンクバンドがローカルとナショナルアイデンテ

ィティーを強調するために、訛りの強いアクセントで歌っていたとも指摘している。

アクセントの違いにアイデンティティーを見出すのは英語圏だけではない。インタビュ

イー27は中国と台湾のポップスは同じ北京語でもアクセントが違うと言う。ラーキー

（2003）はスイスやオーストリアのバンドは彼らのアクセントを持ったドイツ語を歌うこ

とで、標準的なドイツ語へのカウンターとして自分達のアイデンティティーを持っている

と指摘している。



第六節：ユニークネス

ポップミュージックの中に国民性が表現されている部分を見出すのではなく、国民性と

ポップミュージックの音楽性を結びつけるような見方もある。４人の韓国人インタビュイ

ーは、韓国らしさは「せっかちさ、早さ」だと口を揃えて言う。インタビュイー10は日本

の音楽と比べて韓国のポップミュージックについてこう言う。

日本の歌はスローテンポの曲が多い。嵐とか。それは日本人の性格を反映してい

る。日本人はゆっくりとした人が多い。お店の前で何時間でも並ぶけど、韓国人

はそういうことはしない。韓国人はせっかち。だから韓国の音楽はテンポの速い

ダンスミュージックが多い。

他の3人の韓国人も K-POP（韓国の最近のポップミュージックの総称）のテンポの速さ

は韓国人の性格や志向が反映されたとする趣旨の事を言っていた。これと呼応するように、

日本人インタビュイーは日本のポップミュージックはゆっくりな曲が多いと言う。インタ

ビュイー26はそれまで盛んに聴いていた日本の音楽を高校生になって「飽きた」理由に、

日本人の曲は「やさしい」曲が多く、「タフでリズミカル」なアメリカの R&Bに惹かれて

いったと言う。

ナショナルアイデンティティーが歌詞の中に表れているのなら、歌詞の無い音楽には

「我々らしさ」は出てこないのだろうか？テクノはドイツの音楽では国際的な評価の高い

ジャンルで、90年代以降の日本でジャーマンミュージックといったらテクノのことを指す。

インタビュイー22は、自身はテクノをあまり聴かないと言うが、テクノには70年代のド

イツで隆盛だったニューウェーブやジャーマンロック（クラウトロック）の流れを受け継

いできて、エレクトロニックミュージックはドイツ音楽の特徴だと言っている。テクノに

「ドイツらしさ」は現れていると思うか、の質問に対しては「たぶん」と答え、シンプル

なリズムはドイツ人の好みを反映していると言う。インタビュイー7は現在最もオランダ

らしい音楽はトランスミュージックで、今のオランダ人は歌うより踊るほうが好きで、ラ

イブをするベニューよりダンスクラブのほうが多い現状を理由に挙げる。クルーナン

（1999)もダンスミュージックには歌詞に現れない形で「イギリスらしさ」が現れていて、

それを「不明瞭な」イギリスらしさとして新しい形でのイギリスらしさの表現になってい



ると言う。ベネット（2000）は、ダンスミュージックは地元のクラブで、地元の DJによっ

てかけられ、地元の人々が踊るので、ローカルと強く結びついているので、都市ごとに特

徴のあるシーンが出来ていると指摘する。

こうしたユニークネス（独特さ）は音楽の中にある明確な表現方法ではない。聴き手の

中にある具体的に言葉にできない「感じ」という曖昧さにその判定を委ねている。しかし

ホール（1991）が「認識の構造は常に曖昧さを通して作られる」と言うように (as cited 

in Cloonan, 1997, p. 53) 、その曖昧さゆえにその中に居るものだけが共有することの

出来るものがユニークネスなのだ。つまりその「曖昧な感じ」を共有し合えると感じた時

に、共同体の中の人々は連帯できるのだ。

第七節：総論

30人のインタビューを通して判ったのは、良きにしろ悪きにしろ、聴き手は自分の国の

ポップミュージックが何たるかを認識している。自分の国のポップミュージックへの愛着

が高いものもいれば、ほとんど聴かないものもいる。はっきりと嫌いと言うものもいたが、

それは自国の国の音楽がどういうものであるかをちゃんと認識したうえでの「嫌い」であ

る。それが伝統や言語、歌詞の中身にアクセントや、独特さといった曖昧なものであれ、

聴くものはポップミュージックの中に「我々」が反映されていると思っていることは間違

いない。

シンプルに考えてみれば国民性がその国のポップミュージックの歌詞に表れるのは、至

極当たり前のことではある。しかしポップミュージックにおいては、それ以前にある若者

文化やアメリカ文化というイメージの強さが、人々から国民文化として見る事から遠ざけ

ていた。しかしポップミュージックの誕生から50年以上経つ現在、聴き手はポップミュー

ジックの歌詞の中にある国民性を「発見」するようになったのかもしれない。

例外もいる。インタビュイー19 は彼女がこれまでに聴いてきた音楽の、どのアーティ

ストがオーストラリア人で、誰がイギリス人で、誰がアメリカ人かほとんど知らなかった。

彼女はオーストラリア音楽の特徴についても「わからない」と困惑した顔で言うだけで、

オーストラリアの音楽に対してなんの愛着もなければ、嫌悪感もなかった。彼女にとって

「英語で歌う音楽」であればどれも一緒で、それは非英語圏のバンドが歌う英語の歌もオ

ーストラリアやイギリスやカナダの音楽と同列の扱いだった。二人のシンガポール人イン



タビュイーにとっては、シンガポールの音楽に「シンガポールらしさ」があるかどうか答

える前に、そもそも「シンガポールらしさ」というものが存在しないと答えた。自分達は

中国人であるとして、シンガポール人であることにアイデンティティーを抱くことはなく、

シンガポールの音楽を聴くことはほとんど無いと言った。もっとも、それこそがシンガポ

ール政府が国を挙げてポップミュージックを通したナショナルアイデンティティー形成の

ための「Sing Singapore」キャンペーンを展開している理由なのだ。二人のインタビュイ

ーは一年に一度作られる「Sing Singapore」キャンペーンソングは聴いたことがあるし、

昔の同キャンペーンソングを聴くと懐かしいと思うことはあるが、それが特にシンガポー

ルに対する想いになっているわけではないと言う。もっともポップミュージックを通した

ナショナルアイデンティティーは、その程度のものなので、不思議なことではない。彼ら

が昔の「Sing Singapore」キャンペーンソングを聴いた時に抱く「懐かしい」気持ち。そ

れがナショナルアイデンティティーの種である。時が経つに連れ、その気持ちがシンガポ

ールで生きてきた人間だけが共有しあえる感覚だと彼らが知ったときに、シンガポールの

ポップミュージックを「我々のもの」と思えるのかもしれない。

 

第四章：ポップミュージックの中のナショナルイメージ

第一節：始めに

第二章に書いたように、ナショナルアイデンティティーとは自国民が他国民に対して自

分達をどう見られたいかであり、ナショナルイメージとは他国民がその国を実際にどう見

ているかである（Jaffe&Nebenzahl 2001, Dinnie 2008)。言い換えれば、ナショナルアイ

デンティティーが「我々らしさ」なら、ナショナルイメージは「彼ららしさ」になるのだ

ろうか？イメージは送り手から送られるものを受け手がどう解釈するかで決定される。ポ

ップミュージックの中のナショナルイメージに関して、重要な視点は三つある。(1)聴き

手はポップミュージックを聴いたときに、それがどこの国から来たものなのか認識してい

るのか？(2)ポップミュージックの中に国の違いを見出しているのか？(3)音楽のイメージ

はその国のイメージ向上に寄与しているのか？その3点が本章の論点である。

第二節：人はポップミュージックの中に国家の存在を認識しているか？

人は音楽を聴いているときに、その音楽がどこの国の音楽なのか知っているのか？そし

てそれはどうやって知り得ているのか？今回行なった一連のインタビューでは、まず本人



の個人的背景について聞いてから、次に好きな音楽、ミュージシャンについて聞いた。そ

の際には「どこの国の音楽が好き？」という質問をぶつけ、続いて国ごとに好きなアーテ

ィストの名前を挙げてもらっていった。結論から言えば、一人を除き全てのインタビュイ

ーが音楽を国ごとに分けて答えることが出来、好きなミュージシャンがどの国から来たの

かちゃんと認識していた。例外の一人は前述したようにインタビュイー19だが、彼女を除

けば、インタビュイーは音楽がどこの国から来たのかということは認識していたことにな

る。

音楽に対して詳しい人は、音楽がどこから来たのかはしっかりと認識している。インタ

ビュイー22は好きな音楽ジャンルは「イギリス、ドイツ、フランス、スウェーデン、日

本」と国別に別けて答え、それぞれの国ごとに分けて好きなアーティストを並べていった。

彼はアメリカの音楽は「昔は好きだったけど、最近のは興味がない」と答えたが、その答

え自体が「アメリカの音楽」という認識を持っていることを証明している。スウェーデン

音楽について質問した時には、ノルウェーやデンマーク出身のミュージシャンの名前も並

べたが、それらも「あ、彼らはノルウェーだ」と訂正していた。彼は「スカンジナビアの

国ごとの音楽の特徴は聞き分けられない」としながらも、それぞれがどこの国から来たの

かはちゃんと認識していた。インタビュイー8も音楽に対して詳しく、母国アイスランド

はもちろん、アメリカ、イギリス、ドイツ、日本と好きなミュージシャンを国ごとに分け

て名前を挙げていった。この他にも音楽に対して詳しいインタビュイーはだいたいにおい

て、どのミュージシャンがどの国から来ているのかちゃんと分けて答えていた。

それでは音楽に対してそれほど詳しくない者はどうなのか？これは言語次第という結果

だった。インタビュイー16にとって、音楽の別け方は「韓国、日本、アメリカ」の３つで、

それは「韓国語、日本語、英語」の言語の違いから認識していたものだった。インタビュ

イー11も同様で、良く聴く音楽は「台湾、日本、アメリカ」で「中国の音楽はほとんど聴

かない」とのことだった。これも言語の違いがそのまま音楽の種類として反映されていた。

アメリカ以外の英語の音楽については「聴いたことがないから判らない」と答えるのみだ

った。他のインタビューもだいたい同じで音楽は「自国語か、英語か」に別れ、さらにそ

こに「日本語か」が追加される場合があるのが大抵のケースで、英語の音楽とはアメリカ

の音楽のことになり、それ以外のイギリスやカナダといった英語圏の国の音楽はほとんど

聴いていないか、聴いていても区別が付いていなかった。だがインタビュイー10はアメリ

カの音楽とは別に「前はイギリスの音楽（BritPop)が好きだった」と語り、インタビュイ



ー17は彼女の好きなアーティストの一人であるエンヤがアイルランド人であることは「知

っていた」と語った。またインタビュイー28は日本のポップミュージックも韓国のポップ

ミュージックも好きで、どちらも彼にとっては馴染みのない言葉であったが、「最初から

それが日本のもの、韓国のものというのは区別がついていた」と言う。

以上のように、ほとんどのインタビュイーはポップミュージシャンがどの国の人達なの

かは、ちゃんと認識したうえで聴いている事はわかった。では、彼らはどうやってミュー

ジシャンの国籍を知っているのだろうか？それはポップミュージックに付属してくる情報

から知っていて、そしてその情報というのはポップミュージックを聴く際に必ず付いてま

わるものである。

第三節：人々はどうやってポップミュージックの中にある国家を認識してい
るのか？

人はどうやってポップミュージシャンの国籍を知り得ているのだろうか？それは簡単な

ことでポップミュージックには情報が必ず付いてきて、その情報の中にミュージシャンの

国籍が必ず入っているからである。インタビュイー15は、ザ・フーやコールドプレイがイ

ギリス出身だという事を知っていた理由について、こう話す。

Q. ザ・フーは初めて聴いた時から、彼らがイギリス人だって事は知っていました

か？

A.うん、知ってたと思うよ。初めて聴いたのはいつ頃だったのか覚えてないけど、

はっきりと判ってたと思うよ。彼らのイギリス訛りは聞き取れたから。あと、The 

Whoの写真っていつも英国国旗のデザインが一緒なんだよね。他の国では知らない

けど、少なくともアメリカでは。だから彼らがイギリス人だってのは、はっきり

判った。

Q. コールドプレイの場合は？

A. 最初は彼らはニューヨークあたりのインディーバンドだと思ってたから、イギ

リスの大物バンドだと知って、ちょっと驚いた。YouTubeで彼らのビデオを探して

いた時に、そのビデオの横にある文章を読んで、彼らがイギリスのどっかから来

たってことを知ったんだと思う。



ポップミュージシャンの国別についてほとんど知らなかったインタビュイー19もアラニ

ス・モリセットがカナダ人であることは知っていた。それは「たぶんテレビで彼女の曲が

流れた時にカナダって言ってるのが聞こえたから」からで、インタビュイー18は彼らの好

きなヘビーメタルバンドがスウェーデンのバンドだと知ったのは、「雑誌の記事から」知

っていたと言う。このように人はポップミュージックに触れるとき、必ずどこかでアーテ

ィストの出身国の情報に触れ、そこで知ることになる。その主な情報源はどこなのか？大

別すると雑誌記事、テレビやラジオなどの放送、CDショップ内での広告や CDに付いてい

る情報、そしてインターネットとなる。

4.3.2 雑誌記事

最初の調査対象は雑誌記事である。参照として5つの国の代表的音楽雑誌を取り上げた。

日本の「Music Magazine」、イギリスの「Q magazine」、アメリカの「SPIN」。フランス

の「Les Inrockuptibles」に、カナダのフリーペーパー「Discorder」と、他に幾つかの

音楽誌の記事を参照にした。

SPINの「Songs You Must Hear Now!」というページで掲載されていた15のレビュー記

事のうち、バンドの出身地についての記述があったのは全部で10あった。そのうち 6アー

ティストがアメリカとイギリスのアーティストで、それ以外の国のアーティストは4つ。

それらの紹介文では「Demore Swedish disco doll」「ADHD'd Finns explode 

pianoballadry」「Irish kids relocate to Minneapolis」「Bold Aussies attempt 

to...」など必ずどの国から来たのか書かれた書き出しになっている。「Q magazine」に

あるレビュー記事も見出しや本文中にミュージシャンの出身国に関する記述が必ずある。

例を挙げると「Aussies’ Third Dose of Unreconstructed Rock」 (Moody, 2009, 

October) や「Third Album from New Zealand Indie in Stitution」 (Fyte, 2009, 

October)といった文章が書かれている。MUSICMAGAZINEでは「Album Reviews」のコーナー

は「アメリカ」「イギリス」「ロック/ヨーロッパほか」「日本」と４つのコーナーに別

れている。「ロック/ヨーロッパほか」では、各レビュー記事の出だしで「スウェーデン

のマルチアーティスト」「お馴染みのフランスのデュオ」「お馴染みのノルウェー出身の

デュオ」「デンマークの4人組の3作目」「アイスランドのエレクトロ・ポップ・ユニッ

ト」など、必ず国に表す記述から始めている。Les Inrockuptiblesはレビューページのジ

ャンルごとに別け、その中の一つ「Musique ROCK ELECTRO RAP」にあるアルバムレビュー



記事には、 「The Icelandic acoustic write the soundtrack for delicious 

nightmares」 (Burgel, 2009, November 11) や「Groovy and sexy, a nice mixture 

came from Denmark」 (Larréde, 2009, September 22)といった、出身国に関する記述がど

の記事にもある。Disorder (2009, November) は、バンクーバーにあるブリティッシュコ

ロンビア大学のカレッジラジオ CiTR 101.9 FMが発行するフリーペーパーで、カナダ以外

の国のアーティストより地元カナダのバンドを紹介することに重点を置いている。ここで

興味深いのは、ラジオのヒットチャート一覧に掲載されているカナダ人のアーティストの

名前の横には*（アスタリスク）が印されていることだ。「Under Review」と題されたア

ルバムレビューコーナーでは、アーティストの出身地が、「Hailing from Madison, 

Wisconsin」 (PaulHus, 2009, pp. 31)、「the young North Vancouver bassist」 

(Martini, 2009, pp. 29) 、「Abbotsfold quintet」(Berman, 2009, pp. 31) といった

風にアーティストの出身地が記されていたが、カナダ、アメリカ以外の国のアーティスト

に関する記事はなかった。代わりに取り上げるバンクーバーの地元紙「The Georgia 

Straight」のライブ情報欄では、他の国から来たアーティストの紹介欄では、「death-

metal quartet from Poland」や「hard-rockers from Australia」という記述が見られる。

以上に挙げた雑誌に共通して見られる興味深い点は、アメリカやイギリスのバンドは出

身地について書かれていないことも多く、まだ書かれている場合は都市名であり、決して

「American」や「UK's」といった国で書かれることはない。アメリカやイギリス以外の国

のバンドにつく地名の冠は、たいていの場合、国の名前で、たまに代表的な都市名で書か

れている。レビューだけでなく、ライブレポートやインタビューなどでも出身国名は必ず

出ているが、これらの記事は後述の部分でも触れるのでここでは割愛しておく。

4.3.3 テレビとラジオなど放送メディア

テレビやラジオといった放送メディアの比較調査をするには、調査者には物理的な問題

が生じる。今回の調査では日本と、僅かな日数だけ滞在したカナダでしか行なうことが出

来なかった。しかし、日本とカナダ両国を比較することで判ることがあった。

カナダの音楽番組はテレビでもラジオでも、曲を絶え間なく流し続ける構成がほとんど

である。ビデオで言えば音楽チャンネルの MUCH MUSICはビデオを連続して流すが、その間

にアーティストに関する情報は提示されたない。カナダのクオータ制はこうしたビデオミ

ュージック番組でも、最低 10％はカナダ音楽のビデオを放送する事が義務付けられている



が、この番組構成では誰がカナダ人アーティストなのか知ることは難しい。ラジオに関し

ても同様で、CiTR 101.9 FMは曲を絶え間なく流す構成で、聴く方がどのミュージシャン

はどの国の人なのか判る手立てはなかった。

一方、日本の音楽番組はラジオもテレビも MCの語りに時間を割いた構成になっている。

最も古く人気のある音楽ビデオ番組であるテレビ朝日の「BEST HIT USA」では、MCの小林

克也が曲をかける前にアーティストの紹介をするので、彼らがどこの国から来た人なのか

判るようになっていた。ラジオも同様で新しい曲を紹介するときは DJが曲についての紹介

をしていた。

これは社会や国民性の違いなど、番組構成の違い以上の社会学的な違いの表れだろうが、

このように国によって番組構成が違うことで、音楽に関する情報の伝われ方も変わってい

ることが分かる。

4.3.4 店頭

実際に CDを購入するレコード店の中にも、音楽に関する情報は多い。レコード店でのフ

ィールドリサーチとして、東京にある TSUTAYA六本木ヒルズ店と、バンクーバーなる HMV

に足を運んだ。CDのジャケットに帯と呼ばれるアウターカードを付けるのは、日本の音楽

業界独特の慣習である。ここにはその CDに関する様々な情報を載せるが、情報掲載先が少

ない洋楽では重要な情報提供先になっている。TSUTAYA六本木ヒルズ店の中にあった2枚

の CDを参照に取り上げた。

フランスのエレクトロ・デュオ The Shoesのアルバム「SCANDAL!」の帯には、こう書か

れていた。

サマソニ、フジロックでも熱狂を呼んだ、フランス発の二人組が完成させた1st

アルバムは、ロックからヒップホップまで、何でもアリのパーティー盤になっ

た！いざ、享楽のダンス空間へ!!

ここではっきりとアーティストがフランス出身という事が書かれているので、CDを手に

取った人は彼らがフランス出身だと云うことはすぐに判る。帯以外にもレコード店の店内



での情報入手先ある。コメントカードと呼ばれる、レコード店の店員が紹介文を書いた小

さなカードを CDに合わせて置くのは、80年代から続く日本独特の風習である。TSUTAYA六

本木ヒルズ店にあったドイツのアーティストの KISSOGRAMのアルバム「Rubber & Meat」の

コメントカードに手書きで書かれていた文章を紹介する。

フランツ・フェツディナントと共演し、意気投合。現在、彼らのヨーロッパツア

ーのオープニング・アクトを務め、話題になっているベルリンのバンド。（中

略）旧共産圏をイメージさせる不思議な旋律のメロディーの M1やその風貌からロ

シアのバンドかと勘違いしそうになりますが、次々にユニークなエレクトロミュ

ージックを輩出しているベルリン出身と知り納得。

ここで KISSOGRAMがベルリン出身であることが２度に渡って書かれ、彼らの音楽性がベ

ルリン特有のものであることも書かれていている。ついでにこの文章はロシアのポップミ

ュージックのイメージも書いている。一方、HMVバンクーバー店はコメントカードの数は

少なく、また日本のように帯の習慣はない。よって、店内ではアーティストがどの国の人

なのかという情報はほとんど無い。しかし、ここでも興味深いのはカナダのミュージシャ

ンの CDに付いている仕分け用のネームプレートのは、必ずカナダ国旗のステッカーが貼ら

れていていた。これは Discorderのチャート欄にカナダ人ミュージシャンの名前にアスタ

リスクが印されていたのと同様、カナダ音楽の視覚化しようとするカナダの取り組みが見

られた。

4.3.5 　インターネット

現在では未知の音楽に出会う場は、雑誌や放送よりもインターネットが主流になってい

る。インターネットの中においては国と国を隔てる国境も海も存在しないが、そこに国が

存在していないという事はない。

現在ではほぼ全てのミュージシャンが MySpaceに登録して、気になるミュージシャンが

いれば、リスナーはすぐに MySpace上で探す。この MySpaceにアーティストの写真や名前

のすぐ隣に表示されるのが、彼らの出身地である。ここで出身国や出身都市が表示される

ので、見に来た人達は即座に彼らが何処から来たのか知ることになる。YouTubeでは必ず

出身地や国名が表示されるという設定はなく、特に一般ユーザーが勝手に上げたものにに



はアーティストの出身地の情報が載ることは少ない。Amazonでは CDの商品情報に合わせ

て短いレビューが掲載され、またユーザーによるレビュー文も掲載されているので、多く

の場合、ここでアーティストの出身地について知ることが出来る。アーティストの公式サ

イトには必ず彼らの出身地や出身国が載っている。また Pitchforkといったインターネッ

ト上の有名な音楽サイトにもレビューが載っていて、そこにも雑誌同様に、「Chilean-

born5」「the Canadian Quin sisters' 6」「Venice's William Bottin has shown7 」

「The French electronic duo8」など国についての記述が必ずある。

インターネットでは雑誌に近いメディア（Pitchfork）、テレビに近いメディア

（YouTube）、販売店（Amazon）、そしてファンジン（MySpace）など様々な形のメディア

が存在しているので、「インターネットでは」と一つのメディア語ることは難しい。

YouTubeでしか音楽を聴かない人はテレビでしか見たい人と同様、アーティストの出身国

についてはたまにしか知ることはない。しかし MySpaceや pitchforkなどを見る人は、雑

誌を詳しく読む人と同様、アーティストの出身国について知るようになると推測できる。

4.3.6　結論

以上の情報源から考察すると、次のような事が判る。まずアメリカやイギリス（イング

ランド）のアーティストに関しては、出身国について触れられることはほとんどなく、触

れられているのはどこの都市や地方から来たかである。そしてアメリカ、イギリス以外の

国のアーティストの場合、出身国の名前は必ず触れられる。つまりポップミュージックの

世界では、世界は「アメリカ/イギリス/それ以外の国」という別けられ方がされていて、

米英以外の国の「ナショナル」はアメリカ、イギリスでの「ローカル」と同じ扱いになっ

ているのだ。クルーナン（1999）もニュージーランドやフィンランドなどのナショナルは

ローカルとほぼ同義語になっていると書いている。9次に、出身国だけに関わらず音楽に付

属する情報の重要度はメディアによって異なる。テレビやラジオといった放送メディアで

は音楽に付属する情報の重要度は低く、また聴いているほうから払われる注意も、雑誌な

どのテキスト主体のメディアよりも薄い。それと同様にネット上での YouTubeなどのビデ

5 Gaerig, Andrew (2009, November 5) http://pitchfork.com/reviews/albums/13664-ay-ay-ay/ 
6 Klein, Joshua (2009, October 30) http://pitchfork.com/reviews/albums/13644-sainthood/
7 Hogan, Marc (2009, November 9) http://pitchfork.com/reviews/albums/13663-horror-disco/
8 Perpetua, Matthew (2009, October 12) http://pitchfork.com/features/interviews/7711-air/
9 一方でマケラ（2008）は、グローバルな音楽マーケットでは小国のローカル、多様性は無

視されているという。



オ主体のサイトでは、Pitchforkなどのテキスト主体のサイトよりも、情報の重要度が低

い。前述したように、テレビや YouTubeでしか音楽に触れない人にとっては、アーティス

トの出身国がどこなのか知らないことが多いと思われる。しかし、そこからアーティスト

について、より詳しく知ろうと雑誌や MySpaceを覗くときに、そういった人々もアーティ

ストがどこから来たのか知ることになる。しかし、人はアーティストの出身国を知った後、

どう解釈するのだろうか？彼らの中で、音楽と国はどう繋がっているのだろうか？これは

ポップミュージックの文化政策にとって、重要な問いである。

第四節：ポップミュージックにとって国家はどう受け止めれらているのか？

聴き手にとって、音楽とそのミュージシャンの出身国のイメージは、どのように関連付

けられているのだろうか？この問いはポップミュージックの文化政策を考える際に重要な

問いである。人がミュージシャンがどの国から来たのか知っても、その情報は、音楽その

ものとは関係ないものとして捉えているのだろうか？それとも音楽と国のイメージは結び

付いているのだろうか？結び付いているとしたら、どのように結び付いているのか？本節

ではインタビューや雑誌の記事、インターネットでの書き込みなどから、ポップミュージ

ックにとっての出身国の扱われ方の考察を試みた。

4.4.2　ポップミュージックにとって出身国とは何なのか？

ポップミュージックにとっての出身国の扱われ方の考察を試みる前に、ポップミュージ

ックにとって出身国とは何なのかという事をはっきりとさせなくてはいけない。前章で論

じた通り、全てのポップミュージックにはアーティストがどの国から来たのかが情報とし

て付きまとっている。しかし、それがアーティスト本人の国籍なのか出身国なのか、ある

いは現在住んでいる国なのかははっきりせず、これといった基準はない。バンドの場合、

複数のメンバーの国籍がバラバラなことも多いし、一人のミュージシャンがいろんな国に

移り住んできた場合も多い。大物ミュージシャン、特にイギリスのミュージシャンなどは、

長いこと母国を離れ住んでいる人も多い。例えばローリングストーンズのメンバー全員が

イギリス以外の国に住むようになって長い年数が経つが、彼らは今でもイギリスのバンド

と見られており、アメリカでもフランスでもアイルランドでもバハマのバンドとは考えら

れないし（これらの国にメンバー達が現在住んでいる）、ましてや「グローバル・バン

ド」と考えられている訳でもない。台湾のいわゆる C-POPと呼ばれる歌手の大半は、アメ

リカやカナダで生まれ育ち、それらの国の国籍を持っている者が多いが、彼らは台湾の歌

手であると見られ、決してアメリカやカナダのシンガーとは見られない。イギリスのシン



ガー MIKAは、アメリカ人の父とレバノン人の母を持ち、レベノンで生まれ、幼少時代をフ

ランスで過ごしたが、現在はイギリスに住み、イギリスで歌手としてデビューし英語で歌

っているから、イギリスの歌手ということになっている。10そのような事実があるにも関

わらず、ポップミュージシャンにとっての国は一つだけと考えられ、それがキャリアと共

に変わることはない。このように一つのミュージシャン、バンドを一つの国のものである

ことを前提としているポップミュージックの文化政策には、既に矛盾がはらんでいる。

Broken Social Sceneの世界的な成功は、カナダの文化機関、FACTORの支援によるものが

大きく、カナダの文化政策の功績の一つとして捉えられている (Leeds 2006)。しかし、

このバンドの中には２名のアメリカ人メンバーがいる(Henderson 2008)。Nael Yaemはフ

ランスで生まれ、イスラエル育ったので、現在フランス、イスラエル両国の文化機関がそ

れぞれの国の歌手として支援している状況がある。11

4.4.3　アメリカのポップミュージックは違う文化なのか？

話を戻そう。世界に流通するアメリカのポップミュージック。これを聴かずに育つ若者

は、現在の先進国や都市部では皆無と言っていいだろう。今回インタビューした30人も全

員、アメリカのポップミュージックを聴いた事があった。この30人から二人のアメリカ人

を除いた28人にとって、アメリカのポップミュージックは「違う文化」の音楽と思ってい

るかと質問した。この結果は英語圏の国の人と、非英語圏の国の人で大きく分かれた。カ

ナダ人のインタビュイー5は「全然思わない。言葉が同じだからね」と言い、オーストラ

リア人のインタビュイー12は「ビートルズを聴いたときは違う文化だと思った。アクセン

トが違うし、時代も違ったから。でも今のアメリカやイギリスの音楽については、文化が

違うとは思えない」と語る。イギリス人であるインタビュイー18にとってもアメリカの音

楽は「違う文化だと思うが、そんなに違うとは感じない」ものである。一方、英語圏以外

の人たちにとっては、アメリカのポップミュージックは「違う文化」として捉えられてい

る。韓国人のインタビュイー15はアメリカのポップミュージックを独特の言葉で形容した。

アメリカの音楽は大きい。Big ball。韓国や日本の音楽は小さい。Small ball。

インタビュイー11は、中国の音楽と比較して、以下のようにアメリカの音楽を形容した。

10 http://www.imdb.com/name/nm2461576/
11 http://www.yaelweb.com/en/biography



アメリカの音楽は強い。中国の歌はラブソングばかりだけど、アメリカの歌はい

ろんな幅がある。価値観は違うと思うけど、嫌いではない。リンキン・パークは

自分を表現している感じで、中国にはない表現だと思った。

以上の二人のインタビュイーのように、その他の英語圏以外の国から来たインタビュイ

ーは皆、アメリカの音楽を違う価値観を持った違う文化の音楽だと捉えて聴いていること

がわかった。

4.4.4　言語による文化差異の感覚

以上の回答から判ることが二つある。一つは言葉が同じだと文化的な違いは感じられな

いという事。もう一つは音楽のイメージと国のイメージは重なって捉えられているという

事である。二人のアメリカ人インタビュイーも、カナダやオーストラリアの音楽とアメリ

カの音楽の違いは「全く感じないし、どのアーティストがどこから来たのかも知らない」

と答える。英語だけではない。インタビュイー28は同じスペイン語で歌われる中南米のポ

ップソングはスペインの音楽と似ていると語り、他のヨーロッパの音楽より親近感を感じ

ると言う。インタビュー11もインタビュイー27も、台湾の音楽は中国との違いはアクセ

ントの違いぐらいで、価値観の違いはないと言う。12シンガポール人の二人のインタビュ

イーも中国や台湾のポップスに文化的な違いを感じることは全くないと言い切る。

言葉が同じだと文化的な違いが無くなると言うのは言い過ぎになるが、ポップミュージ

ックに関して言うと、そう思われる傾向が強くなる。逆に言葉が違う国のポップミュージ

ックは違う文化の音楽だと捉えられるようになるとも言える。

4.4.5　ポップミュージックと国家のイメージの重なり方

今回インタビューした日本人4人以外の全てのインタビュイーにとって共通する「外国

の音楽」とは、日本のポップミュージックになる。インタビュー11は高校生の時に交換留

学で過ごしたホストファミリーから教えてもらったのが、日本の音楽に触れた初めての体

験だった。

12 一方、インタビュイー6（台湾）は中国のポップには社会的な違いを感じると言った。



日本のポップミュージックの特徴は、ロックも含めて、安全志向だということね。

日本のバンドはあまり実験をしない。それはとても日本らしいと思う。何か尊敬

するものがあったら、まずそれを真似ることから始めるし、それは悪いことでは

ない。欧米だったら、昔いたバンドにそっくりのバンドだったら、人々は尊敬し

ない。でも、日本だったら、それは良しとされると思うの。好きなバンドに似て

いることが好まれると思う。前に日本人がやるビートルズのカバーバンドを見た

ことがあるんだけど、彼らは何から何まで完全に CD通りにコピーしていた。それ

を日本人は良いことだと思う。オーストラリアだったら、「全部コピーじゃない

か。何かオリジナルなことはないの？」と思われる。でもコピーすることは日本

では悪いことだと思われない。ホームステイした時に活け花を習ったことがある

んだけど、そこでは先生がやった通りに真似ることが要求された。真似ることで

習うのが日本流。茶道も同じ。そういう感覚が J-POPにも表れているんだと思う。

彼女は日本にいた期間がそれほど長い訳ではないが、日本の音楽を特徴を日本社会と照

らし合わせる事で解釈している。人は初めて会う外国文化に対して、その国の他の文化か

ら得るイメージを使って解釈しようとする。今回のインタビューで、インタビュイー達は、

それぞれの日本の社会観、文化観に基づいて、日本のポップミュージックを解釈をしてい

た。インタビュー14は日本の音楽の特徴についてこう答える。

J-POPはスピリット・アップ（発奮）するための音楽。みんなプロブレムを抱えて

いるから、気分を盛り上げるためにカラオケで歌いたい。もし問題があったらア

メリカ人はアタックするけど、日本人は避ける。問題にアタックするよりも、気

分が良くなるような音楽を聴いたり、歌ったりしたい。

こうした解釈は彼自身が日本人社会に接してきた日本人のイメージと、日本でのポップミ

ュージックの使われ方を合わせたものになっている。ただしこうして文化や社会を深く体

験したうえで外国のポップミュージックを解釈することが出来る人や機会はそんなに多く

ない。むしろ、社会や文化といったものではなく、その国の表象的なイメージを使って解

釈している。インタビュイー7は U2についてこう語っている。



うん。彼らにアイルランドらしさは感じるよ。だって彼らはいつもシリアスだし、

「Sunday Bloddy Sunday」とかアイルランドの社会問題について歌っているし。

彼はアイルランドのことを歌っていることを U2のアイルランドらしさと解釈しているし、

また U2の政治的姿勢とステレオタイプなアイルランド人像を重ね合わせている。こういう

僅かなイメージやキーワードを使って外国の音楽を解釈しようと試みるのは音楽雑誌の記

事にもよく見られる。例えばエレン・カーペンターが SPIN (2009, September)で書いた、

フランスのバンドPhoenixについて書いた記事「Rise+Shine」では、次のような書き出し

から6ページに渡る記事が続く。

シェフ、ワイン農園主、印象派の画家はフランスでの成功を夢見れる。でもロッ

クバンドにとっては、難しい夢だ(p.49)

とりあえずフランス文化で思いつくような単語を並べることで、このバンドを描写し、

読者にフランスのイメージを植え付けている。PhoenixについてはQ Magazine (2009, 

September) でも同様なアプローチを取り、彼らに関する記事のタイトルは「フランスか

ら来たものでは、クロワッサン以来、一番良いもの」(p. 48)と、フランス人が読んだら

ムッとするような表現になっている。

4.4.6　比較調査：雑誌記事

ポップミュージックとナショナルイメージの関係を考える上で、二つの参考例を使う。

一つは、南アフリカの新しいロックバンド、BLK JKSについて関するレビューが、日米英

仏の音楽雑誌にあるので、それらの記事を比較することで考察する。SPINでは記事のタイ

トルを「Kid A(frica)」とし続く見出し文には「母なる大陸の新しいボヘミアン達が、新

しいロックの時代を作り出す」と、その解釈の範疇を国家の範囲を超えて大陸全体にまで

及ばしている。さらに本文ではこう書いている



西洋の均質文化の到来、アパルトヘイトの廃止、インターネット、MP3のファイル

シェアリング・・・。どんな歴史の変化がこの南アフリカからやってきた音のご

った煮、BLK JKSをもたらしたのだろうか？（翻訳）

ここで評者はアパルトヘイトや現在のグローバル化にまでキーワードの幅を広げて、彼

らの存在を明確にしようと試みている。こうした傾向はQ Magazineでも同じで、ヨハネス

ブルグの4人組の前衛ロックの探求」とした見出し文から、次のような本文に繋いでいる。

もしアフリカ音楽が最近の欧米のバンド達にとって流行になっているとすれば、

BLK JKSが文化交流とは諸刃の剣であることを教えてくれる。（p. 125, 翻訳）

南アフリカの一ロックバンドから、アフリカ大陸全体の音楽にまで話を広げているのは、

いささか乱暴な気もするが、日本の音楽雑誌でも同じような口調で語られれいる。。

MUSIC MAGAZINE (2009, November)にある小野島大によるアルバムレビューのタイトルは

「南アフリカから登場したごった煮的なロック・バンド」となっている。この記事では彼

らは現地南アフリカではほとんど無名な理由については、「彼らの音楽にはアフリカ伝統

音楽の要素が希薄だから」と書きつつも、続けて「南アフリカのダンス・ミュージックで

あるンバクァンガの影響は多少うかがえるが」と書き、あくまで彼らの音楽にアフリカや

南アフリカの要素を見出そうとしている。Les Inrockuptibles (November 11, 2009)では、

以下のように BLK JKSを紹介している。

Vampire Weekendといったアメリカのインディロック勢がアフリカンリズムを取り

入れようとする中、南アフリカはアフリカ大陸の伝統音楽の要素を使った回答を

示してくれた。素晴らしいハーモニーとポップサイケが輝くソエト出身の BLK JKS

のロックはが、最も良い例だ。 (“Un Automne 2009”, p. 8, 翻訳)

この記事は「アフリカンリズム」や「アフリカ大陸」といったアフリカに関する言葉を

使って、彼らの音楽を解釈しようとしている。ここに挙げた全ての評者は自分達が持って

いるあらん限りの南アフリカやアフリカに関するイメージを使って、彼らの音楽を解釈し

ようと試みている。



4.4.7　比較調査：アマゾンでのユーザーレビュー

続いて、日米英独仏加のamazonでのカナダの Broken Social Sceneのアルバム「You 

Forgot It in People」について書かれた、一般ユーザーによるレビューを取り上げて比

較調査を行なった。ドイツのレビュアー、Yooden（13. Mai 2006）は「Go, Canada!」と

いうタイトルを付け、以下のようなレビューを書いている。

Canadian Music Creators Coalitionにあったたくさんのカナダのバンドの中から、

偶然にも Broken Social Sceneを見つけた。熱心に書かれたバンドの説明を読ん

だのも、なにかの運命だと思って、「You Forgot It in People」を買った。（中

略）カナダの人たちはみんな良い人達で、最近は（音は全然違うけど）The Be 

Good Tanyasや Po 'Girlといったカナダのバンドも良い。（中略）だから、結論

は「Go, Canada!」13

ここでは彼はたまたまの切っ掛けでカナダ音楽に出会い、そこから Broken Social 

Sceneの音楽を聴いたことでカナダの他の音楽やカナダ自体への興味へと繋がった事を書

いている。もう1人のドイツのレビュアー Ein Kunde（1. April 2004）は、こう書き出す。

トロント、カナダ：前衛芸術家、ポストロッカー、自由思想家達が、ポップミュ

ージックを作るために集まった。10人のメンバーによって Broken Social Scene

が誕生した。14

このレビュアーはこのようにカナダの他の文化と参照にし、Broken Social Sceneをそ

のカナダ文化の新たな一面として見ている。フランスの Par（17 juillet 2004）は

「Broken Social Sceneは未だヨーロッパでは誤解されていて広まっていないが、このカ

リスマ性溢れ、聴くに値するこのバンドが見過ごされているのは、とても残念である。

15」とレビューを書き、そのタイトルを「輝けるカナダ」とし、音楽と国のイメージを繋

げている。日本のレビュアー達も「カナダの新たな才能！」（2004/1/8　いちのすけ16）、

「カナダトロントの脅威」（2004/5/30　optics17）というタイトルのレビューを書いてい

13 http://www.amazon.de/review/R3DJ79RPZSCN4T/ref=cm_cr_rdp_perm
14 http://www.amazon.de/review/R3ODK4UFKSCW3Z/ref=cm_cr_rdp_perm
15 http://www.amazon.fr/review/R1VALC64WPONK7/ref=cm_cr_rdp_perm
16 http://www.amazon.co.jp/review/R39QQCJKUOMIC/ref=cm_cr_rdp_perm
17 http://www.amazon.co.jp/review/R33NVO52TLM6AA/ref=cm_cr_rdp_perm



て、このバンドとカナダのイメージを被らせている事が判る。またアメリカのamazonに書

いていたニュージーランドのレビュアー (G. J. Simpson "Moon Safari", February 24, 

2006) は「ほとんど完璧なカナダ流のポストロック」と題し、「Arcade Fireなど急成長

しているカナダのシーンから、新しくやってきた驚き18」と書いている。一方、アメリカ

やイギリスのアマゾンでは、カナダに言及するレビューアーは少なかったが、それでも

「カナダがシャニア・トワインよりマシなものを与えてくれた19」といった皮肉めいては

いるが、カナダとバンドを繋げて語っている。カナダのレビュアー Thomas（March 19, 

2004）は「これレコードを薦めたいし、世界的に有名なほかのカナダ音楽（ブライアン・

アダムス、セリーヌ・ディオン、アラニス・モリセット、シャニア・トワインなど）より

も、こういうバンドでカナダを知ってもらえると嬉しい。20」と書き、このバンドが最近

のカナダ文化を体現しているとして、他のユーザーに勧めている。

4.4.8 ナショナルイメージを通したポップミュージックの解釈

ポップミュージックは聴き手が持つナショナルイメージを通して解釈されている。ミュ

ージシャンの出身国に関するあらゆる言葉、例えば風景、歴史、料理、文化、有名人、有

名な製品、芸術、他のミュージシャンなどあらゆるキーワードが、イメージの中に組み込

まれていくことで、その国の音楽はその国の文化として捉えられていくのだ。つまりポッ

プミュージックの中にあるナショナルイメージは音楽に合わせて作られていくので、どん

なに新奇であろうと音楽そのもので否定されることはない。それゆえに、その音楽が外国

語で歌われていたとしても、そのプロセスに変化はない。インタビュイー12とインタビュ

イー22はフランスの最近のロックバンド（前述の Phoenixや tahiti80）は英語で歌って

いてるが、「フランスらしさはある」と感じると答えている。インタビュイー12はその理

由として「音楽がソフトな感じだし、英語のアクセントがフランス人っぽい」という点を

挙げている。

今回のインタビューではほぼ全てのインタビュイーに対して、日本の Puffyが英語で歌

う曲のビデオを見せた。その曲はアメリカ人が作ったのにも関わらず、全てのインタビュ

イーが「日本らしいと感じる」と答えた。インタビュイー7は、「日本の音楽はほとんど

聴かない」と言っていたが、その理由として；

18 http://www.amazon.com/review/R1QUW4KUVVS94Z/ref=cm_cr_rdp_perm
19 http://www.amazon.com/review/R3BE2OXGO3F5O8/ref=cm_cr_rdp_perm
20 http://www.amazon.com/review/R31IC6G0FP2KPY/ref=cm_cr_rdp_perm



日本人は速くてアップテンポの曲、ハッピーソングが好き。サマーソニックに行

った時に日本のバンドを見てそう思った。この曲も速くてアップテンポ。オフス

プリング（ビデオで見せた曲の作者）の曲もアップテンポで速い。だから彼ら

（Puffy)はオフスプリングに曲を頼んだんだと思う。

インタビュイー7はここでは歌詞の中で使われている言語や言葉よりも、テンポやメロ

ディーに日本のポップミュージックのイメージを作り出している。インタビュイー17は

BoAが日本語で歌っていても「やっぱり日本とは違うイメージがある。韓国らしいパワフ

ルさを感じる」と言い、インタビュイー30も BoAや東方神起が流暢な日本語で歌っていて

も「イメージは常に韓国」だと言う。90年代後半以降、アイスランド音楽は世界的な流行

だが、インタビュイー8が語るようにアイスランドのバンドのほとんどは英語で歌ってい

る。しかしそれを受け取る側からすれば、英語かアイスランド語かは全く気にしていない。

コンネルとクリス(2003)は Sunday Times(Feb 24, 1997)に載った記事を紹介していて、そ

こで記者スミスは最近のアイスランドの音楽は「アイスランド以外の国の音楽と想像する

のは難しい」と書き、アイスランド文化特有のものだとしている。日本の MUSICA（Oct 

2009)も Múm をアイスランドという国ならではの音楽として描いたレビューを載せている。

このアイスランドのバンドについて二つのレビューにように、それまでに馴染みのなかっ

た国もポップミュージックによって身近になることがあり、またポップミュージックが新

たな国のイメージを作ることがある。インタビュイー22はハンブルクのインターナショナ

ルスクールに通っていたときに日本人の友達から教えてもらったことで、日本の音楽が好

きになり、そこから日本への興味が沸いたという。彼が聴いていた、90年代の日本で流行

した渋谷系と呼ばれる音楽は、「60年代のアメリカやヨーロッパの音楽から拝借してきた

ものばかりだけど、そこに少し日本風に加工されている。そのやり方が日本人らしい」と

感じたといい、そして DJ KRUSHや DJ BAKUといった「ダークでメランコリックな」音楽が

日本らしいと思えると言う。

第五節：総論

音楽に国なんて関係ない。国なんて気にしないで音楽を聴いている。こういった類の言

葉は良く聞く。今回のインタビューでも最初にそういうことを言う人は多かった。しかし

この章で得た結論は、国は関係ある、という事でる。今回のインタビューでもほとんど全



てのインタビュイーはどのミュージシャンがどの国から来てるのか知っていて、国ごとの

音楽の特徴の違いにも知覚していた。ミュージシャンの出身国は、雑誌記事にも、ラジオ

やテレビの放送にも、店先の情報にも、インターネットにも常に提示されている。ポップ

ミュージックにとって、そのオリジンである国の名前は、文字通り切っても切り離せない

情報なのである。そして人は音楽を聴くときに、その国の社会や文化のイメージから影響

を受けている。音楽を解釈する時に、そのアーティストの出身国の社会や文化、歴史など

ありとあらゆるイメージを使う。そのプロセスを通して、ポップミュージックには国のイ

メージが植込まれているのだ。それは音楽のジャンルや伝統的な要素の有無に限らない。

その国が生んだミュージシャンの音楽は全て、その国の「らしさ」を持った文化になるの

だ。それは他の国の言語で歌っても、その「らしさ」は変わらない。逆に言えば、どこか

の国の言葉で歌えばその国の音楽になれる訳でもない。

ポップミュージックは国のイメージに影響されるが、新しいナショナルイメージを作り

出すことも出来る。南アフリカから来た BLK JKSに対して、どの国の評論家達も南アフリ

カに関するあらん限りの知識を引っ張り出して語ろうとしながらも、同時にそこから新し

い南アフリカ社会を見出そうとしている。海上 (2009)はこう書く。「NY、ベルリン、ロ

ンドン・・・ロッカー達に描かれてきた世界の街の名に、ヨハネスブルクを加える時が来

た。」(p. 22)。評論家も一般のリスナーも音楽にその国のイメージを重ね、新しい音楽

からその国の未知の文化を読み取ろうとする。音楽はその国のナショナルアイデンティテ

ィーを作り出す重要な要素であり（Dinnie 2008)、常に変化している社会に合わせて、新

しいナショナルイメージを送り出していく重要な文化表現なのである。

しかし、ここで前章のナショナルアイデンティティーについての結果と、この章のナシ

ョナルイメージについての結果を比べてみると、両者の間にはズレがあることに気が付く。

ディニー（2008）もアイデンティティーとイメージの間には常にズレが生じていると指摘

する。次章はそのズレについて考察する。

第五章：考察

第一節：始めに

前二章ではインタビュイーと雑誌記事などから拾い上げた言葉から、ナショナルアイデ

ンティティーとナショナルイメージについて考察したものをまとめた。その二章を並べて

分析して出たものは二つある。(1）ある国の国民文化はそれを内側にいる送り手とそれを



外側で受け取る受け手に別れているが、それぞれの認識の間にはズレが生じている。

（２）国民文化には強弱がある。強い文化を持つ国民は他国との差異を気にしないが、弱

い文化の側にいる国民はその差異に対して敏感である。この二つの考察を、第三節と第四

節に書いている。

第二節：商品としての音楽と、情報としての国家

考察に入る前に、明確にしておかなければならない事がある。それは音楽とは商品であ

り、国籍とは商品に付属する情報だということである。人は音楽を聴くときにジャンルで

分類すると同時に、その国籍でも同時に分類する。最近のインターネット用語で記事など

を分類するときに「タグをつける」という行為があるが、いわばポップミュージックにと

って国籍とは、必ず付けられるタグの一つなのだ。Radioheadで例えて言うならば、

「Rock」「バンド」「イギリス」とタグ付けされていくように。国籍が音楽を決めるもの

ではないが、外すことは出来ない情報なのだ。

そして往々にして聴き手の感覚は国籍の情報に引っ張られている。なぜなら音楽は文化

であると同時に、商品でもあるからだ。人は商品を買うときに、その商品にまつわるいろ

いろな情報に購買への決定を左右される。その情報で最も重要なものの一つが商品イメー

ジである。企業にとって商品イメージのコントロールが最重要課題になっているが、近年

重要視されているのがナショナルイメージである。ジャッフェとネベンザール(2001)はナ

ショナルイメージは後光のように商品に影響を与え、ブランドの名前や価格と同じぐらい

強さがあると論ずる。音楽も商品である以上、その国のナショナルイメージが影響するの

は自然である。だからこそ、テレビよりも音楽雑誌、YouTubeよりもアーティストの公式

MySpaceといった、より購入に結びつきやすいメディアになるほど、国の情報が強調され

るようになるのだ。

第三節：ナショナルアイデンティティーとナショナルイメージの間にあるズ
レ

ソフトパワー論とナショナル・ブランディングは、今日の世界では国民文化はその中に

いる者同士を結び付け（Smith 1991)、肥大化するグローバル文化の中でのアイデンティ

ティー構築の場にもなっている（Appadurai 1996)だけでなく、国民文化自体がその国の

商品であり、あるいは商品の販促物になっている事に人々を気が付かせた。現在のグロー

バル社会では、世界中の多くの国が様々な国の文化を受容するようになると同時に、彼ら



自身もその国の文化の送り手になっている。日本人は日本文化を韓国へ送る送り手でもあ

り、韓国文化を受容する側でもあるのだ。その中でポップミュージックは国民文化を体現

しながら、同時に流通しやすい商品という側面を持っているので、こうしたグローバル化

した世界での文化の行き交いを見ることが出来る。



図２

ナショナルアイデンティティーとナショナルイメージの間にある「ズレ」

これまでの調査から、以下の文章と視覚化した図を用意した。図では左右両側に

sender（送り手）と receiver（受け手）を配置してある。両者の中にあるのがポップミュ

ージック (A)で、ポップミュージックが文化の仲介媒体として存在する。一口にポップミ

ュージックといっても、幅は広い。ジャズからへヴィーメタルまで様々なジャンルが存在

している。多くの場合、作り手は自分達のナショナルアイデンティティーに対しては無意

識である。彼らは自分達が作りたい音楽を作っているだけで、文化の仲介者たる自覚は少

ない。もちろん、自覚的にナショナルアイデンティティーを音楽の中に組み込んでいく作



り手もいるが、ここでは作り手にとってのナショナルアイデンティティーについては考え

ないことにする。

sender（送り手）は自国産の音楽を「自分達らしい音楽」と「そうでない音楽」を自覚

的にあるいは無自覚に区別する。その際の区別に使われる幅(B) がナショナルアイデンテ

ィティーである。そのナショナルアイデンティティーは、伝統的要素であったり、国民言

語であり、歌詞に表れる世界観であったり、アクセントやユニークネスと呼ばれるものに

基いている。その眼鏡から見れる範囲は、存在する音楽の幅(A)よりずっと狭い。一方、

receiver（受け手）にとっては存在する音楽の幅(A)そのままを「その国の音楽」として

受け入れている (C) 。なぜなら彼らとポップミュージックの間には、その見方の幅を限

定させる枠が存在しないしからだ。それはインタビュイー2が言った「日本の伝統音楽が

どんなものなのか知らないですし」という言葉に表れているし、インタビュイー3にとっ

て、最初の日本文化との接触はハローキティーであり（最初に出会ったときからそれは日

本製品だと知っていた）、日本の伝統文化はもっと後になってから知ったという事実から

も判る。外国の人にとって、他の国の伝統や歴史への学ぶ重要度が低く（Dinne 2008)、

言語を習得するのは難しく時間がかかり、世界観や文化的特徴を理解するのは人類学者を

除けば興味がない。そして現在のグローバル社会では多くの場合、インタビュイー３のよ

うに、他の国の文化に触れる最初の切っ掛けはポップカルチャーと通して生まれる。そう

いう若い世代の人達にとっては、伝統に基づいた「その国らしさ」という定義は意味をな

さない。若い世代にとってポップミュージックあるいはポップカルチャーに出会う前に、

「その国らしさ」は意識に入ってない。むしろ、ポップカルチャーを通して「その国らし

さ」を見ようとする。

人はある国のポップミュージックに出会ったとき、その音楽からその国の国民文化を読

み取ろうとする。なぜなら、人は外国の人に対して、その国の国民は皆同じ国民気質を持

っていると仮定して文化に接するからである（Thompson 2001)。それゆえに、彼らが以前

から持っていたその国に対するイメージの範囲外の音楽に出会ったときでも、そこからそ

の国の新しいイメージを構築しようとする。その国の国民がその音楽に対して「我々らし

くない」と思っていても、他国の人のその国のイメージはその音楽によって変えられるの

だ。ビートルズが大英帝国のイメージを変え、X-Japanが日本のイメージを変え、タトゥ

ーがロシアのイメージを変えたように。イメージは常に流動的であるがゆえ、どんな音楽

であろうと、その国のイメージの外に行くことはないのだ。しかし、送り手である国民に



とっての「わが国らしさ」は変わらない。それはトムリンソン（1991）も指摘するように、

本来アイデンティティーとは変化していくものなのに、国民はそれをなにか凍結した「イ

ギリスらしさ」「アメリカらしさ」と考える傾向があるからだ（p.141)。受け手である他

国の人にとっては、その国から出てくる全ての音楽が「その国の音楽」であるが、送り手

にとっては全ての音楽が「その国の音楽」ではない。その両者の見方の幅に生じるズレが

(D)である。これがナショナルアイデンティティーとナショナルイメージの間で起きる

「ズレ」である。

先ほど書いたように現在のグローバル化した世界では全ての国の国民が、送り手側受け

手側の両方に立っている。つまり一人の人間の中に文化に対する矛盾した二つの基準が存

在しているのである。一つは自分の国のポップミュージックを「我々らしい」音楽と

「我々らしくない」音楽に分ける見方と、別の国の音楽をそのまま「彼ららしい」と受け

入れる見方。その両者が共存しているのである。インタビュイー4は英語で歌うフランス

人の音楽は「フランスらしさを感じない。英語で歌ったらそれはアメリカの音楽だ」と言

いながらも、英語で歌う日本人ミュージシャンの曲から「アクセントとか歌い方、踊り方

が日本人のものだ」と解釈し、日本人が歌うフランス語の曲については「全然フランスら

しくない」と冷笑する。インタビュー22は「ロックはドイツの音楽ではない」と言いなが

らも、日本人がやるヒップホップから「日本らしさを感じる」と言う。インタビュイー18

はいろいろなイギリスのバンドを「イギリスらしい」「イギリスらしくない」と分けてい

ながら、こちらが挙げていった日本のバンドに全て日本らしさを感じると答えていった。

こうした矛盾は誰にでも存在する。これがナショナルアイデンティティーとナショナルイ

メージの「ズレ」を生じさせていてるのである。

第四節: 「強い」文化と「弱い」文化

人類は皆平等であり、全ての国家は対等であり、全ての文化は対等でなくてはならない。

しかし現実にはこの世界では「強い」文化と「弱い」文化があり、その関係は常に不均衡

なものである。国民文化の「強さ」とは経済的、政治的な強さや、人口の多さを反映して

いる。現在の世界で最も強い文化はアメリカのものであることに対して異論を唱えるもの

はいない。ヨーロッパのミュージシャン達はこぞって英語で歌っているが、アメリカのミ

ュージシャンでドイツ語やフランス語で歌うものはいない。こういう不均衡な関係はアメ

リカだけではない。韓国の人気歌手は日本語で歌うが、日本の歌手で韓国語で歌う人はい

ない。ドイツのミュージシャンは英語で歌う人が多いが、オーストリアのミュージシャン



はドイツ市場のためにドイツの標準的なドイツ語で歌うし、東ヨーロッパの歌手がドイツ

語で歌うことも多い（Larkey 2003)。ポップミュージックの世界では、文化は平等ではな

い。そうした文化の不均衡は聴き手の意識の中にも反映しているのか？

30人のインタビュイーの中でも最もナショナリズムに乏しかったのは、二人のアメリカ

人インタビュイーだったと言える。彼らへのインタビューは他のインタビュイーとは違う

質問内容を作成したなくてはならず、苦労した。まず外国語で歌うアメリカ人ミュージシ

ャンは皆無なので、自国アーティストが外国語で歌う質問については、参考例がないので

質問が成り立たない（仮にいたとしてもインタビュイーが知らない）。外国語で歌った曲

がアメリカで人気を得るのも、50年近いポップミュージックの歴史で数えるほどしか存在

していない。インタビュイー14はカナダやオーストラリア、ヨーロッパの音楽については

「聴いたことないし、興味ない。聴いても区別出来ないと思う」と言い、インタビュイー

15はカナダのミュージシャンで知っているのは、「ブライアン・アダムズ、ベアネイキッ

ド・レイディーズ、シュニア・トワインとか？アクセントも同じだし、違いがあるのか全

く判らない。」と言い、オーストラリアや英語で歌うヨーロッパのミュージシャンの音楽

とアメリカ音楽の違いは「アクセント？それ以外は全部一緒」。カナダのミュージシャン

でアメリカで人気を得たのはこれまでにたくさんいたので、聴いたことが無いという事は

ないだろうが、カナダ人であることを知らなかったし、なんら違いを見出していなかった

という事を証明している。Amazonでの Broken Social Sceneに対するレビューも、日本、

ドイツ、フランスのレビュアーの多くが彼らがカナダのアーティストであることに多く触

れているの対し、アメリカとイギリスのレビュアーが彼らがカナダであることに触れたレ

ビューは、全体のレビュー数は多かったのにも関わらず、たった一つしかなかった。英語

以外の言語で歌われるポップソングに至っては「アンダーグラウンドのラジオが扱うアメ

リカのサブカルチャー音楽の、さらに周縁的な存在」（Krause 2008)なので、アメリカ人

からすれば、ポップミュージックでの自国/外国の論議は、想像外のことなのである。

こうした傾向は日本のインタビュイーからも感じられた。４人の日本人インタビュイー

は皆、外国の音楽が好きで、無関心という事ではない。日本の人気アーティストがアメリ

カ市場向けに英語で歌った CDを発売することは時々あるが、そういったアーティストに対

しては4人のインタビュイーとも好意的で、商売目的と切り捨てる他の国のインタビュイ

ーよりも寛容な答えだった。しかし、実際にはそういったアーティスト達がアメリカで売

れることは無く、日本では日本語で歌い続けているので、日本人が英語で歌う事が、自国



語喪失の脅威だとはインタビュイー達は感じないのだ。日本では音楽市場の80％以上が日

本語音楽で、それも年々上昇しているなか、ポップミュージックのグローバル化というの

は海の向こうのお話なのだ。そうした傾向は中国のインタビュイーも同じであった。逆に

ヨーロッパやタイ、オーストラリア、カナダ、南アメリカ、東南アジアなどのインタビュ

イーはそうしたポップミュージックの自国/外国の議論について、より敏感で辛めの回答

をしていた。ラーキー（2003）は英語で歌うドイツ語のミュージシャンは歌詞の中身を捨

てているとし、ジンマン（1997）はスウェーデンのミュージシャンは世界での成功のため

に、スタジオにスウェーデン人としてのナショナルアイデンティティーを持ち込まないよ

うにしていると言う。(as cited in Connell&Gibson 2003, p. 117) スティール（2004）は最近の

ニュージーランドのバンドは、まるでシドニーかニューヨークに居るみたいに振舞ってい

ると非難している。つまり、こうしたポップミュージックの自国/外国に対しての態度の

違いが出るのは、「強い」文化の国が寛容だと言うのではなく、無関心か無感覚であるか

らだと言える。

第五節：結論

あらゆる文化には作り手のアイデンティティーと受け手によるイメージの両面があり、

その両者の間にはズレがある。こうした見方はなにも特別なことはではない。しかし、こ

れまでポップミュージックにとってのアイデンティティーとイメージの二面性は、作者や

演者としてのアイデンティティーとそれを受け取る世間やファンからのイメージという分

け方が主で、そのズレは単に歌手の個人的な葛藤というところだけでしか見られてこなか

った。音楽を受け取る側を国民と他国の人で別けるという意識があまりなかった。今回の

調査では、ポップミュージックもそのミュージシャンの出身国である国の国民と、他の国

の人との間では捉え方に違いがあり、そこにズレが生じていることが判った。また、その

捉え方も国によって違って、それは文化が「強い」国と「弱い」国との自国文化の危機感

の違いが反映されていたのだった。

今回のインタビューで気付いたのは以上の事実だけではない。次章では、今回でインタ

ビューで新たに発見したものや、ポップミュージックに対する文化政策に対するインタビ

ュアー達の意見などについて書いた。



第六章：その他の発見

第一節：始めに

今回の調査では全３章で書いたポップミュージックの中の、ナショナルアイデンティテ

ィーとナショナルイメージ、そしてその両者との間に起きるズレの発見が、一番重要なテ

ーマであり、インタビューでもそこを中心に聞いていった。しかし同時にまた別の発見も

今回の調査からいろいろ浮かび上がってきた。その発見のうちの二つは、今回の調査の最

初の出発点である、ポップミュージックに対する文化政策の是非に、ポップミュージック

は国への興味を起こすのかというソフトパワー論に対する疑問への答えの２点。そしても

う一つは、インタビューをする過程で浮かび上がってきた、ヨーロッパと東アジアの中で

のリージョナルアイデンティティーへの芽生えであった。

第二節：ポップミュージックは国への興味を起こすのか？

ポップカルチャーは国への興味や親近感を起こす。ポップカルチャーへの文化政策を提

唱する者は、これを根拠としている。しかしポップカルチャーがその国のイメージに貢献

しているかの裏付けはなく（Iwabuchi 2007)、そんなことは有り得ないと言う意見もある

（Malianglay 2007）。クラウス（2008）はポップミュージックがその国への興味を起こ

すのかという研究が必要であるとしている。

たった30人とのインタビューではあるが、結論から言えば僅かなポップミュージシャン

への興味だけでは、その国自体やその国の他の文化への興味を繋げることは無い。今回の

インタビュイーで共通するのは日本のポップミュージックだが、皆日本に住んでから聴き

始めたり、あるいは映画やアニメなど他の文化への興味から日本の音楽を聴き始めたりす

ることが多かったが、ポップミュージックを聴くことが日本や他の日本文化への興味へと

繋がったという例は無かった。インタビィー1は Of Montrealというカナダのバンドを聴

いたことで、それまで馴染みのなかったカナダが「アメリカとは違う文化を持っている国

なんだろうと思った」と言い、インタビュイー17はエンヤを聴くことで「アイルランドに

行ってみたくなった」と語る。しかし、インタビュイー18はスウェーデンのへヴィーメタ

ルバンドが好きだが「スウェーデンという国には興味がない」と言う。

しかし、例えばエルビス以降のアメリカのポップミュージックがどれだけアメリカとい

う国のイメージに影響を与えたかとか、ビートルズ以降のイギリスのポップミュージック

に憧れて、イギリスを旅行したり留学したという人がイギリス経済にもたらした経済効果



などは、今となっては調査することは難しいが、とてつもなく大きい影響があったことだ

けは容易に想像が付くだろう。ジャッファとネベンザール（2001）はナショナルイメージ

を変えるには一回きりのメディアイベントではなく、10年単位の期間が必要と言う。この

問いに対する結論を出すにはもっと時間が必要で、さらに広範囲な調査を必要とするだろ

う。

それでもポップミュージックが国のイメージに変化を与えることは、第4章で書いた通

りである。60年代以前のイギリスのイメージはダサかったし、アイルランドにとっての U2

や、アイスランドにとってのビョークなど、ロシアにとってのタトゥーなど、一組のアー

ティストの成功がその国の認知度やイメージに影響を与えることはある。僅かな成功例で

もその国のイメージや認知度には貢献することはあるが、国自体に興味を持つようになっ

て欲しいと思うのは、欲張り過ぎな要求なのかもしれない。

第三節：ポップミュージシャンの外国での成功は国民に誇りを与えるのか？

上記のポップミュージックによるソフトパワーに関する問いと共に、ポップミュージッ

クの影響力に関する別の問いがある。それは、ポップミュージシャンの外国での成功は国

民に誇りをもたらしているのか？リーズ（2006）は記事の中で、カナダ人ミュージシャン

の外国での成功は他のカナダ人に誇りを与えると言う、カナダの文化機関の責任者の言葉

を載せた。だがこれもソフトパワー論同様、実際に調べるのは難しい。

しかし、今回行なったインタビューでは、インタビュイーが、自国のミュージシャンが

外国で成功するのは誇りに思うし応援したいと言った。コロンビア人のインタビュー25は

フアネスやシャキーラの世界的な成功は誇りに思うと言い、4人の韓国人インタビュイー

は韓国人シンガー達が日本で成功していることは、シンガー達が日本語で歌っている事実

とは関係なく、嬉しいと言った。他にもインタビュイー８（アイスランド）やインタビュ

イー５（カナダ）や、4人の日本人インタビュイーも同様の意見を言った。

これらと逆の意見も当然あった。インタビュイー12は AC/DC、JETやサヴェージ・ガー

デンなどの有名なオーストラリアのバンドは、「オーストラリアらしくない」から、それ

らのバンドの成功に対して、特に何も思わないと言う。インタビュイー29（ロシア）はタ

トゥーの成功に対しては辛辣な見方で、彼女達の成功を誇りに思うなんてドラッグやポル

ノ産業の成功を誇りに思うのと同じようなものというコメントをした。一方で同じロシア



人のインタビュイー９はタトゥーのプロデューサーであるイワン・シャポワロフの成功を

嬉しいと思うと言った。

賛否の比率はだいたい7:3ぐらいであったので、ポップミュージシャンの外国での成功

は、国民に誇りを与えると言ってもいいだろう。また、ポップカルチャーと通してのナシ

ョナリスティックの感情の高まりが社会にどのような影響を与えるかの研究は少ないので、

この点からもポップミュージックの文化政策の是非を結論づけるには、まだ早いと思われ

る。

第四節：ポップミュージックの文化政策

全てのインタビューの最後にはクオータ制、輸出奨励策などポップミュージックに対す

る文化政策の是非を聞いてみた。この場合、質問の対象は二つに別れる。それはカナダ、

オーストラリアなど実際に文化政策が行われている国と、それ以外の現在はそういう政策

が無い国である。まずクオータ制についてだが、先行研究で参照した文献ではどれもクオ

ータ制の成果を強調していたが、インタビュイーの間ではあまり支持を得られなかった。

インタビュイー8は「必要ない。オランダの音楽は今でも十分にラジオでかかっている」

と言った（実際にはそれはクオータ制によるものなのだが）。インタビュイー22（ドイ

ツ）、インタビュイー7（アイスランド）は政治的に規制するという事自体に対して反対

した。インタビュイー29も「ロシアは規制が多過ぎるから、これ以上いらない」と文化的

な面より政治的な面で反対した。賛成意見は少なくインタビュイー5は「うん、カナダに

は必要」と言い、インタビュイー9（オーストラリア）も「音楽マーケットはアメリカが

支配しているから、そういう処置は必要だと思う」と答えたぐらいだった。輸出奨励策は、

そういう政策が実際には無い国のインタビュイーからは、意外にもほとんどの人が「良い

事だと思う」と賛成の意を表し、その支援対象となるミュージシャンの種類も特に限定す

る必要はないと答えた。逆に実際にそういった政策が行われている国のインタビュイーか

らは反対意見が出て、インタビュイー5（カナダ）は「ポップミュージックてのは一過性

のものだから、人に影響を与えても数年ぐらいしか続かない。それより文学とかが良い」

と答え、インタビュイー12は「良いとは思うが、その対象はオーストラリアのユニークネ

スを表現したミュージシャンでなければ意味はないと思う」と答えた。もっとも実際に行

われていない国で、賛否両論を聞いたところであまり反対意見が出ないのは当然のことな

のかもしれない。日本人インタビュイー4人は誰もが、良い事だと思うし対象を限定する



必要はない答えたが、実際に施行されるような事があったら答えは違うものになるかもし

れない。

第五節：リージョナル・アイデンティティー

今日の経営学で言われているのは、現在の世界で実際に起きているのグローバル化では

なく、リージョナル化であると言われる。グローバル企業と呼ばれる大企業の多くは、実

際はその売上の大部分を北米、ヨーロッパ、東アジアなどの自社の本拠地が属する地域で

稼いでいると言われる(Rugman & Verbeke 2005)。こうした現象はポップミュージックで

も見られる 。ネグス（1993）は MTVヨーロッパが凡ヨーロッパのアイデンティティーを作

り出していると言い、コンネルとギブソン（2003）はアジアの音楽の域内交流が盛んにな

っていて、凡アジア音楽が生まれていると指摘している。

インタビュイー22（ドイツ）にヨーロッパのポップミュージックの中に、ヨーロッパと

して共通の感覚があると思うかについて聞いてみたら、以下の回答をした。

それはあると思う。上手く表現出来ないけど、ヨーロッパ人としてのアイデンテ

ィティーはあると思う。言葉にするのは難しいけど、聴けば「これはヨーロッパ

の、これはアメリカの」と言い当てることは出来ると思う。

実際に彼が聞き分けることが出来るかどうかは別の問題だが、彼の言葉からは少なくと

も、彼自身はドイツ人あると共にヨーロッパ人としてのアイデンティティーを持っている

事が判る。インタビュイー３（タイ）は、彼女自身はそれはど音楽を聴かないにも関わら

ず、アジアの音楽には共通性があると答えた。

A. 韓国の音楽と日本の音楽には共通するところがあると思う。お互いに似ている

と思うし。メロディー？なんて言えば良いのかな？欧米の音楽とは違う。

Q. その音楽の中からアジアの要素は感じる？

A. うんうん。それは感じる。

Q.　だから韓国や日本の音楽はタイで人気があると思う？



A.　うん。

インタビュイー30は日本と韓国の音楽市場に共通する点として「アイドルグループが多

い。それとバラードが重要」と答えている。確かに東アジアほどアイドルグループの重要

度が高い地域は無い。インタビュイー10とインタビュイー27も日本、中国、韓国のポッ

プミュージックに共通の感覚はあると答えている。

今回の調査では、リージョナル・アイデンティティーに関する質問は開始前から予定し

ていたことではなく、インタビューを重ねるに連れ、インタビュイーの回答内容からリー

ジョナル・アイデンティティーの存在に気付き、途中から質問に加えたいったので、その

質問をしていないインタビュイーもいる。しかし、岩淵 (2002)のように東アジア地域で

のポップカルチャーの域内交流の活発化を指摘するものや、マイケル・ジャクソンやマド

ンナなどグローパルポップスターが現れなくなり、アメリカ音楽の内向き化（宇野 

2009）、MIKAなどヨーロッパ域内でのスーパースターの登場を指摘するものもいる。リー

ジョナル化の傾向はまだ始まったばかりであるが、今回の調査から得たインタビュイーの

回答からでも、ヨーロッパと東アジアでのポップミュージックにおけるリージョナル化の

芽生えはあると推測できると思われる。

第六節：結論

4章に渡って、30人とのインタビューと文献調査やいくつかのフィールドリサーチ、イ

ンターネットリサーチで得たものから導き出された幾つかの考察を書いた。その中では調

査前からある程度予想していたものや（強い文化と弱い文化にいる者での意識の差、ポッ

プミュージシャンの外国での成功は国民に誇りをもたらす）、調査の初期で気付き、以降

それが大きなテーマとなったもの（ナショナルアイデンティティーとナショナルイメージ

の間におきる「ズレ」）、事前の予想とは違ったもの（ポップミュージックへの文化政策

は賛成意見が多い）、事前の期待を裏切ったもの（ポップミュージックから国への興味へ

とは繋がらない）、そしてインタビューの途中から「発見」したもの（ヨーロッパと東ア

ジアでのリージョナルアイデンティティーの発芽）など様々な考察が導き出された。イン

タビュー方法や質問内容は最初から最後までほとんど変わらなかったが、途中から加えた

質問内容もあり、自分がどの部分に重きを置いていったのかも換わった。本文の結論は、

当初が自分が考えていた結論とは違ったものとなった。



第七章：総論

本文の冒頭に掲げられた二つの問い、それは「ポップミュージックに国の違いはあるの

か？」と、もう一つ「ポップミュージックは国民文化なのか？」であった。今回の調査を

通して得られた答えは以下のようになる。

1) ポップミュージックに国の違いはある。なぜならポップミュージックは文化であると

同時に商品でもあるがゆえに、必ず情報が付帯していて、ミュージシャンの出身国は情報

の中の重要な一つである。聴き手はその国のイメージや情報を使って、その国のポップミ

ュージックを解釈し、「その国らしさ」を見出し、その国のナショナルイメージを作り出

す。メディアやレコード会社も売り出しのために、その国のナショナルイメージを活用す

る。こうしてポップミュージックの間に、国ごとのイメージが仕分けられていく。短く言

うならば、ポップミュージックの中にある国の違いは、先天的なものではなく、後天的な

ものなのだ。

2）人は自国のポップミュージックの中にナショナルアイデンティティーを見出している。

そのナショナルアイデンティティーの拠り所は自国語であったり、伝統であったり、歌詞

の中身であったり、あるいはアクセントやユニークネスであったりと、人や国によって違

う。また、政府やメディアが聴き手に国に関する情報を与えることによって、国民に自国

のポップミュージックを国民文化としての見ることを促すことしている国もある。

3）そしてこの二つの問いに対して調査する中で出てきたのが、ポップミュージックにお

けるナショナルアイデンティティーとナショナルイメージの間に出来る「ズレ」である。

それは自分達が考える「我々らしさ」と他の国の人間が考える「彼ららしさ」は違うとい

うことである。これが今回の研究で導き出された答えである。

しかし、それはディニー（2008）が指摘するように、どんな物でもアイデンティティー

とイメージの間には必ず「ズレ」が起きるのだ。例えば、ミュージシャンとしてのアイデ

ンティティーとファンやメディアから見られるイメージとの違いに悩むミュージシャンは

多いし、消費者からもたれている企業イメージを改善するために、何十億もの宣伝費を掛

ける企業も多い。国家にもまたアイデンティティーとイメージのズレがあるのだ。グロー

バル化した世界では国家はブランドとなり、文化は商品となる。であれば、国家もミュー



ジシャンや企業と同じ悩みに直面するのは避けられない。アイデンティティーとイメージ

にズレがある場合、対象方法は限られている。一つはイメージがアイデンティティーに近

づくよう努力を惜しまないこと。もう一つはイメージを受け入れ、それをアイデンティテ

ィーとすることである。

しかし、それはネガティブなイメージを受け入れろという事ではない。自国文化に対す

る認識を広げるだけのことである。なぜなら外国で受け入れられる文化は得てして「我々

らしくない」ものであることが多いからである。岩淵(2002)は東アジアで日本のポップカ

ルチャーが受け入れられている理由に、そのらの文化製品が日本の「文化の匂いがしない

（Cultural Odorless)」からだと指摘した。しかし、他の国の人々がポケモンやハローキ

ティのように日本のポップカルチャーから、日本の「匂い」を嗅ぎ付けていないと言える

のか疑問である。なぜなら、概して他国の人々、特に若い人たちは、日本のポップカルチ

ャーに出会う前に、日本文化とは何か知らないからである。しかし彼らは、そのポップカ

ルチャーが日本から来たという事を知った時に、そこからまだ見ぬ日本を感じさせる何か

を嗅ぎ付けるのである。その「何か」こそが「日本らしさ」なのである。その国の人から

見れば「我が国の匂いのない文化」であっても、それを受け取る外国の人はそこから「そ

の国の匂い」を嗅ぎ取るのである。ちょうど、自分の部屋の匂いを他人に指摘されて初め

て気がつくように、他者こそが「文化の匂い」＝「彼ららしさ」を指摘できるのである。

人はどんな文化にでも「彼ららしさ」を見出そうとしている。コム・デ・ギャルソンの

デザインに日本らしさを見出し (Kondo 1992)、韓流ドラマの中に韓国らしさを見出し

（毛利　2004）、IKEAの家具デザインにスウェーデンらしさを見出す(Persson 2008)。人

は外国の物に触れ合う時、その国や国の文化の常識や情報を使って解釈しようとする

（Thompson 2001)。文化が常に変化し続け、文化から次々といろんな製品や生み出されて

いく時代に、「彼ららしさ」は常に変化、発展されていくもので、本来文化的アイデンテ

ィティーとはそういうものである。国内から新しい音楽が生まれ、それが以下に異質で

「我々らしくない」音楽であろうと、それがその国の中から出て来たものであれば、なに

かしらの「我々らしさ」は存在しているのある。それを受け入れることが出来、それを支

援すれば「我々の」文化は世界へ広がることが出来るのだ。

今日の世界では、そこに自覚的になってナショナルアイデンティティーの範囲を広げ、

またポップミュージックの文化政策を活用して、ナショナルイメージの刷新を図ろうとし



ている国家がある。それらは本文で何度となく取り上げたカナダやオーストラリア、ニュ

ージランド、それに北欧諸国やシンガポールなのである。これらの国はポップミュージッ

クの機能性を自覚している。ポップミュージックは数あるポップカルチャーの中でも、ロ

ーコストで流通しやすく、最も飛躍性に富んでいる。アンダーソン（1983）は同じ言語で

書かれた新聞や本を読んだ時に、国民は国家の中にいる他者とアイデンティティーを共有

し合えるようになったと説いた。そしてスミス（1991）は音楽を通して神話や風景が大衆

に伝えられることでナショナリズムが共有されたと論じた。その意味では、言語や言葉を

共有できるポップミュージックも、国民の間にナショナルアイデンティティーを作り出す

ものである。しかし出版物と音楽の違うところは、出版物はその言語が読めなければ楽し

むことは出来ないが、音楽は歌われている言語を理解出来なくても楽しむことが出来る商

品でもあるのだ。つまり音楽がポップミュージックとなり商品となったことで、アイデン

ティティーを反映させる機能と、イメージを作り出す機能を同時に持ち得たのである。

現在、世界に広がる日本文化は、歌舞伎や雅楽といった日本人が「日本らしい」と考え

る伝統文化ではなく、ポップミュージックやアニメ、ファッションといった「日本らしく

ない」ポップカルチャーであり、そこに多くの外国人は「日本らしさ」を見出していると

いう事実を受け止めるべきであり、そしてそこに文化政策の予算を今より多くつぎ込むべ

きである。なにも伝統文化を無視しろというのではない、ただ、伝統文化に与える予算と

同額ぐらいをポップカルチャーに投じれば、それは日本にとってもより大きな国益となっ

て返ってくるはずである。また日本のポップカルチャーが世界に広がるのは、日本人にと

って大きな誇りにもなる。

日本のポップミュージックは国内市場で圧倒的な地位を占めており、政府が保護や育成

する必要はなく、また日本人は自国言語や自国文化の喪失の危機感とは無縁である。しか

し、だからといって日本にポップミュージックの文化政策が必要ではないと事ではない。

日本には、「かっこいい」日本のナショナルイメージを海外で作り出す為にポップミュー

ジックの文化政策が必要なのだ。今、日本企業が海外で売る日本製品のイメージは「高品

質」や「最先端技術」である。しかし、韓国製品はそのイメージに追い付きつつあり、中

国製品もやがてその品質イメージを改善していくであろう。工業製品の品質や技術を基に

したナショナルイメージの優位性は、永遠に続くものではない。日本製品がその優位性を

失う前に、日本の政府と企業は協力して、他の国が真似することが出来ない、文化に基い



たナショナルイメージを作り出す必要がある。現在、多くのヨーロッパ企業は、それらの

国の「かっこいい」ナショナルイメージを、自社製品の販売に活用している。212223

ポップミュージックが映し出すアイデンティティーは、なにもナショナルなものだけで

はない。そこには複数の集合的アイデンティティーが存在している。インタビュイー26は

沖縄の人気バンド、モンゴル800について「彼らの歌は沖縄に住んでいるものじゃないと

分らない」と断言するが、同時に彼らは日本国内で数百万枚のセールスを誇る人気バンド

である。そこには日本人としてのナショナルアイデンティティーも存在し、また同世代と

してのアイデンティティーも含まれている。ワラック（2008）は、ポップミュージックに

は「ローカル、ナショナル、グローバルが複雑に絡み合っていながら、影響しあってい

る」（p. 250）と述べる。ビートルズやマイケル・ジャクソンのようなスターは国境や世

代を越て共有される、大きなアイデンティティーを作り出している。なにも彼らのような

スーパースターだけではない。コンネルとギブソンは、一つの国ではニッチで小さいジャ

ンルの音楽のミュージシャンとファンは、国境を超えて繋がった「想像の共同体」を作り

出していると指摘した（Connell and Gibson 2003)。映画監督であり人類学者でもあるサ

ム・ダンは、ヘヴィーメタルミュージックのグローバル化とローカル化を映した自作の映

画「グローバル・メタル」（2008）のラストシーンで、「俺達は国境を越えた一つの民族、

グローバル・トライブなんだ」と言う。アパデュライ（1996）も電子メディアがローカル、

ナショナル、リージョナルに閉じ込められない想像の世界を構築する電子的近接を作り出

していると言う。確かに、ある意味では、ポップミュージックによって世界の音楽文化は

均質化されたかもしれない。しかしグローバルに広がったポップミュージックによって、

国境を越えて共有しあえる文化が作れらたのも事実である。

スミス（1991）は人間は複数の集合的アイデンティティーを持つと言ったが、一つのポ

ップミュージックの中に、ローカル、ナショナル、ジェネレーション、リージョナル、グ

ローバルなアイデンティティーが幾十にも重なっている。スミスはまた諸民族のあいだに

親近感を作り出す文化遺産を、「文化のメレンゲ」と呼んだ。ポップミュージックは自分

たちは何かを写し出す鏡であり、相手が何であるかを知る双眼鏡でもあり、そして文化を

21   http://www.renault.com/SiteCollectionDocuments/Communiqu%C3%A9%20de  
%20presse/en-EN/Pieces%20jointes/5505_CentreDesignParisUK.pdf
22   http://www.ikea.com/ms/en_GB/jobs/swedishness/swedishness_01.html  
23 Bosman, Jullie. (2006, February 17) VW's Quirky Campaign to Revive U.S. Sales. The New York 
Times,. http://www.nytimes.com/2006/02/17/business/media/17adco.html?_r=1

http://www.renault.com/SiteCollectionDocuments/Communiqu%C3%A9%20de%20presse/en-EN/Pieces%20jointes/5505_CentreDesignParisUK.pdf
http://www.renault.com/SiteCollectionDocuments/Communiqu%C3%A9%20de%20presse/en-EN/Pieces%20jointes/5505_CentreDesignParisUK.pdf
http://www.ikea.com/ms/en_GB/jobs/swedishness/swedishness_01.html


超えても自分たちと彼らは同じなんだという事を教えてくれる地球儀でもあるのだ。ポッ

プミュージックの文化政策は、決して偏狭なナショナリズムに支えられた文化鎖国主義で

も無いし、自国の文化を押し付ける文化帝国主義でも無い。それぞれの国にそれぞれの文

化があり、それを互いに解り合える世界を目指した、新しいグローバリズムなのだ。
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