今や世界中にファンを
持つＫ︱ＰＯＰ︒グロー
バルに受け入れられる普
遍性はどのように生まれ
たのか︒北海道大学の金
成玟准教授が解説する︒

ビートルズ︑マイケル・
ジャクソン︑レディー・ガ
ガ⁝⁝︒世界のポピュラー
音楽史は︑
サウンドと技術︑
ファンとメディア︑社会の
変化とともに現れた主流ポ
ップスの象徴的存在を中心
に書かれてきた︒その歴史
を見守ってきた米ローリン
グ・ストーン誌が最新号で
﹁音楽ビジネスのルールを

は︑音楽産業の構造変動に ル︑マネージメント・シス

ミュニケーション︒ＢＴＳ
代雄介︵ ︑写真㊧︶の﹁旅する練習﹂︵講

純文学が対象の第 回三島由紀夫賞は︑乗

音楽・メディア業界が互い は む し ろ 積 極 的 に 活 用 し
ｕＴｕｂｅのミュージック

ｇ Ｄａｙ﹂︵ 年︶は︑Ｙｏ

に︑兄の家から︑この６枚

集まり︑共に酒をのんだ時

種︑地域︑宗教の壁を超え

にダイレクトに応えていっ
ＯＰ独自のプラットフォー

ケーションの力は︑Ｋ︱Ｐ

このような音楽コミュニ

た共感を呼んだのである︒

たのである︒

を超える音楽的成功を成し

く︑それまでの﹁Ｋ﹂の枠

や戦略に縛られることな

継ぎつつ︑既存の成功事例

年︶のヒップホップを受け

ＩＧＢＡＮＧ︵同２００６

ビューは１９９２年︶とＢ

はソテジワアイドゥル︵デ

ーしたＢＴＳは︑音楽的に

し始めた頃の 年にデビュ

︱ＰＯＰの世界市場が定着

のメガヒットなどを経てＫ

ＰＳＹ﹁江南スタイル﹂

ズに応える空間︒デジタル

で︑ファンのあらゆるニー

ＳＮＳ︑コンサート会場ま

ドショップから︑放送局︑

ＣＤとグッズが並ぶレコー

加も増える中︑目指すのは︑

う︒海外アーティストの参

コンテンツを共有したとい

し︑約１億１７００万件の

・地域のファンがアクセス

は︑ 年だけで２３３の国

ービス
﹁Ｗｅｖｅｒｓｅ﹂
に

が 年に立ち上げた交流サ

ムを可能にした︒ＨＹＢＥ

化を通じてグローバル化を

遂げてきた︒

多様性と普遍性
はやデジタルと非デジタル

果たしたＫ︱ＰＯＰが︑も

その核心にあるのは︑差

と回想で織りなす物語の構造の完成度が高く
評価された︒一方︑エンターテインメント小
説が対象の山本周五郎賞は佐藤究︵ ︑同㊨︶
の﹁テスカトリポカ﹂︵ＫＡＤＯＫＡＷＡ︶
が選ばれた︒メキシコや日本が舞台の犯罪小
﹁旅する練習﹂は︑小説家である﹁私﹂が︑

説で︑緊密な文体が評価された︒
めい

サッカー好きで中学入学前の姪と利根川沿い
を歩き︑Ｊリーグ︑鹿島アントラーズの本拠
地を目指す数日間の物語だ︒﹁私﹂は文章で
旅先の風景を描写し︑姪はリフティングを練
習する︒﹁私﹂による後日の回想と︑道中で
記した文章を軸に展開する︒
選考委員の川上未映子によると﹁︵評価は︶

荻原

浩

タケウマ
Ⅲ．どうすれば元の世界へ戻れるだろう

画

男が私に憎々しげな視線を向けてくる︒私を犯
罪者か何かだと思っているような目つきだった︒
﹁はずせよ﹂
感情的な物言いには︑こちらも感情的になる︒
確かにこっちの世界にはコロナは存在しない︒私
の世界と違ってマスクをする習慣も少ないようだ

だ︒むきになって言い返した︒

が︑なぜそんなことを言われなくちゃならないん

﹁なぜです︒あなたに迷惑をかけてますか﹂

構造の完成度の高さに集まった﹂︒乗代も﹁か
なり手の込んだことをしないと成立しない︒

うなづ

周囲の人間たちがいっせいに頷いたように見え

のか︑お前は？﹂

﹁なぜもへちまもねえよ︑キョーギュービョーな

前髪きっちり男が吐き捨てる︒

た︒﹁さっさとはずせよ﹂

い争いにあきれているのだろうと思ったら︑違っ

こちらは若いサラリーマンの声︒朝っぱらの言

﹁おいおい﹂

別の所から声があがった︒

構造には気を使った﹂と手応えを語る︒
﹁テスカトリポカ﹂は︑かつて麻薬カルテ
ルに君臨した密売人に見いだされ︑臓器売買
ビジネスに巻き込まれる孤独な少年が登場す
る︒過激な暴力描写に加えて︑アステカ文明
の神話的要素が印象的だ︒﹁発想の豊かさ︑
リサーチの徹底ぶり︑緊密な文体﹂︵選考委
員の江國香織︶が賞につながった︒
佐藤は２００４年に別名義の純文学作品で
デビュー︒日の目を見ない時期もあったが︑

た︒人垣のさらに外側︑ドアの近くにいた二人連

エンタメ作品では江
戸川乱歩賞︑吉川英

れの女性が二人揃って私を軽蔑のまなざしで見て

テンが横切るたびに場面が変
わり︑人が変身する︒風車や
カラスは恐山のイメージ︒ポ
ップな舞台に知的意匠をちり
ばめるのはいつもながら︑折
口信夫の﹁死者の書﹂や夢幻
終盤︑野田演出と井手茂太

能を思わせる作劇だ︒
の振り付けとが︑圧倒的場面
をつくる︒夢うつつの場は︑
旅客機が制御を失い山に急接
近する時間を引き寄せる︒イ
スが滑り︑乗務員のつかむバ
ーが揺れる︒パイロットの本
体をあらわすｍｏｎｏの末期
の声にみなぎる生きる意志︒
高橋一生のトーンがいい︒

ささや

いた︒シートに座っている人間たちが私に顔をし
かめて︑ひそひそと囁きかわしている︒
の

マスクをしているのにマスク拒否男になった気
分だった︒﹁なぜだ﹂という心の叫びを呑み込ん
で︑私はこそこそとマスクをはずした︒

どうしてこの世界では︑誰もマスクをしないの
だろう︒マスクを忌み嫌っているようにさえ思え
こら

るのはなぜなのか︒他の車両に乗り換えて︑くし
ゃみを堪えながらスマホで検索しはじめたのだ
が︑すぐにやめた︒
読みはじめた記事がことごとくなんらかの広告
であることに途中になって気づくのだ︒おおかた

﹃マスク しない 理由﹄で検索し︑もっともら

が大神光教に勧誘するためのものだった︒
言霊のドラマ︑演劇的な詩だ︒

フェイク︵にせの言葉︶を打
ち破る︒旧作﹁し﹂でも引か
れた実録の言葉が︑コロナ禍
の閉塞状況に応答する︒大詰
めの橋爪のせりふが抜群︒７
内田洋一︶

月 日まで︑東京芸術劇場︒
︵編集委員

は︑私のいた世界以上にひどい︒

界のネットのよけいなお世話のパーソナライズ

教教祖の書いた本の広告が延々と続いた︒この世

スクなしの世界に挑んだ男〜王原光太郎﹄大神光

しまう︒﹃マスクなし 経緯﹄で調べたら︑﹃マ

う主張と︑賛同する大量のコメントに行き着いて

クのない社会をつくったのは大神光教﹂などとい

しい理由をふむふむと読んでいるうちに︑﹁マス
トノハ︵真の言葉︶になり︑

森に残った最後の一葉がマコ

﹁はじめに言葉ありき﹂の

そろ

治文学新人賞と受賞
が相次ぐ︒それでも
佐藤は﹁純文学を捨
てた意識はない﹂と
強調する︒文学賞で
は敬遠されがちなバ
イオレンス作品でも
ある︒﹁︵選考委員
の︶懐の深さに感謝
したい﹂と喜んだ︒

箴言を納めた箱の争奪戦が繰

の境界をも超えた音楽市場

り広げられる︒人生に絶望す

を築こうとしている︒

イスやカーテンを用いるだ

る楽へｍｏｎｏが伝えようと

異と多様性を前提にした普

けで︑驚くべき世界が現れる︒

遍性を共有する密な音楽コ

演劇というアナログ表現の凄

しんげん

からか出郷し︑森下町辺り

すご

に住み着いたのだろう︒

の声を聞く恐山が舞台だ︒白

塔のある傾斜地で布のカー

した箱の中の言葉とは⁝⁝︒
・演出︶の新作である︒

７年︶に小学３年で中退し︑

石加代子のイタコ見習いのも

人々がイタコの口から死者

看板屋や工場従業員とな

ラス集団も乱入︑シェイクス

のコロス︵合唱隊︶のようなカ

つつさまよう︒ギリシャ悲劇

な箱をもち︑謎の言葉を発し

したらしいｍｏｎｏは不思議

命の枯れた森で息を吹き返

の楽は記憶を失っている︒

たの

高橋一生のｍｏｎｏと橋爪功

クスピアやら︒ふたりの男︑

シェイクスピアならぬフェイ

ブラハムやら星の王子様やら

とに吹き寄せられるのは︑ア

ない︒それでも同じ町に生

に知り合ったのかはわから

祖父と深水が︑どのよう

だ︒

始めている︒大変な努力家

き︑ようやく日本画も学び

り︑更に活字工となって働

生まれ︑明治 年︵１９０

地のある町に︑明治 年に

一方︑深水は我が家の墓

みを感じさせる野田秀樹︵作

三島賞「旅する練習」構造が高評価

ピア劇のパロディーも交え︑

）
（

談社︶に決まった︒登場人物の修業中の文章

とファンクラブ﹁ＡＲＭＹ﹂

の怒りまで︑さまざまな感

は︑日常の不安から成長へ

情を共有する︒たとえば︑

まで及んでいる︒ＢＴＳの テム︑メディア技術などと

ホールディングス﹂の買収
韓国社会に大きなトラウマ

所属事務所﹁ＨＹＢＥ﹂が︑ 融合して生まれた音楽・産

を発表し︑ユニバーサル・ たのは︑２０００年代から
を残した﹁セウォル号沈没

の願望︑社会の不条理さへ

ミュージック・グループ︵Ｕ 本格化したデジタル化だっ
事故﹂の犠牲者たちへの思

を通じてさらなるグローバ た︒サウンドとパフォーマ
ビデオ再生回数が４億回を

そのグローバル化を導い

まさに２０２０年代初頭の ＭＧ︶とパートナーシップ た︒伝統的な音楽産業を窮
いを歌った曲﹁Ｓｐｒｉｎ

米メディア企業﹁イサカ・ 業・文化の総称︒

ＴＳの成功を機に︑米韓の ト技術を︑Ｋ︱ＰＯＰ業界

ポップスを象徴する存在と を結んだのもその一つ︒Ｂ 地に立たせたインターネッ

いえよう︒

米ビルボード音楽賞で４ ル化をはかっているのだ︒ ンスを世界的な水準に磨き
超えるなど︑今は代表曲の

音楽産業変える
Ｋ︱ＰＯＰとは︑１９９ 上げるのと同時に︑経験や
一つ︒国の違いを意識せず

冠を達成し︑新曲﹁Ｂｕｔ

ｔｅｒ﹂で数々の記録を塗 ０年代︑韓国のポップスが 感情をリアルタイムで共有
自分の感情と物語に集中す

この絵皿は︑日本画家で
の皿を借り︑返さぬまま今

ることで︑むしろ言語や人

り 替 え て い る そ の 影 響 力 世 界 の ト レ ン ド と ス タ イ しようとするファンの願望

特に美人画の名手として知

実家との意外な縁結び

書き換えた世界最大のバン

それ以前の︑最初の奥さん
との宴である︒

られる伊東深水が︑自らの
も所持し︑しかも不注意に

では︑何故︑父が深水の

米ビルボード音楽賞で４冠を獲得し、新曲「Ｂｕ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ」を
披露した（５月 日） ＮＢＣ提供・ＡＰ

（１）
ド﹂と紹介するＢＴＳは︑

６枚の絵皿がある︒２つ
の山が連なる姿が深い緑色

結婚式に引き出物として供
も︑皿が納められていた木

私は我が家で友人たちが

したらしい︒式に参列した
箱を捨ててしまった︒木箱

てきた︒ただし︑父が出席

結婚式に呼ばれたのか︒こ

活し︑自分も職人として学
び出した祖父は︑近くに篤
実な少年がいて︑彼の努力
を知り︑色々励まし︑少し
の援助もしたのではないだ
ろうか︒そして名を上げた
深水は︑愛宕で石屋を営ん
でいる我が家に時折︑挨拶
に来たのではないか︒
深水が結婚した年は米騒
動とシベリア出兵が起きた
翌年で︑大正デモクラシー
が芽生えた明るい時代だ︒
それだけに父は︑深水の結
婚式に招かれた記憶を大事

ＮＯＤＡ・ＭＡＰ「フェイクスピア」

（３）

巖
松山

で描かれている︒

私の父が︑受け取ってきた
には作り手の名などが記載

した結婚式は︑深水の娘と

ただあえて推理すれば︑

れも実はよくわからない︒

かったのである︒

され︑重要だと私は知らな

ものである︒
しかも皿の絵は︑深水自

してよく知られる朝丘雪路

身が描いたと私は教えられ

の母親との結婚ではなく︑

深水が現在の江東
区森下に明治 年
︵１８９８年︶に
生まれている点
だ︒実は森下には
我が家の菩提寺が
ある︒何故︑そこ
が菩提寺になった
のかは︑知らない︒
祖父が現在の菩提
寺に墓地を購入し
たのだろうが︑お
そらく祖父はどこ

にし︑６枚の絵皿を大切な
宝物にしたに違いない︒

閉塞状況に応答する言葉

紀信撮影

篠山

主演の高橋一生

きむ・そんみん
年ソウル生まれ。北
海道大学准教授。専門は文化社会学。著書に
「戦後韓国と日本文化」「Ｋ−ＰＯＰ 新感
覚のメディア」など。日韓を中心にポピュラ
ー音楽やメディア・都市文化を研究する。

伊東深水の絵皿

連なる２つの山が深い緑で描かれている

金 成玟
家
作
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