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古くからあった反戦歌

――反戦などを含め、人権を扱ったような流行歌はいつ
ごろからあるんでしょう。

社会的な内容を扱った歌というのは、割に古くからあっ
て、たとえば『ダウン・バイ・ザ・リバーサイド（Down by 
the Riverside）』という歌は、南北戦争の頃の有名な黒人
霊歌ですが、歌詞に「Study war no more（もう二度と戦
争は学びたくない）」とあるように、明らかな反戦歌です。

作者がわかっているものでは、ウディ・ガスリー（注１）

の『ディポーティーズ（Deportees）』などがあります。
メキシコからの不法移民についての歌です。また、ビリ
ー・ホリデーが歌って有名になった『奇妙な果実（Strange 
Fruit）』は、当時南部で黒人がリンチにより木につるされ
て火をつけて焼き殺されるということが多く行われてお
り、その木にぶら下がった黒人の死体を、奇妙な果実と表
現した歌です。

フォークソングは、元々 20年代、30年代に田舎の人た
ちが聴く音楽として歌われていました。第二次世界大戦

後、1950年代になるとそれらは既
に廃れており、ほとんど忘れられた
音楽でした。当時のレコードは今の
ようにカタログに残って売れ続ける
というものではなく、出すと売り切
る形で、売り切れたらそのまま廃盤
になる運命というのが圧倒的多数で
したからね。

フォークの発見

その頃ハリー・スミスというSP
盤（19世紀末から1960年頃まで生
産されていた78回転のレコード）
のマニアックなコレクターがいて、
フォーク・ウェイズというニューヨ
ークのインディーズのレコード会社
から、自身のコレクションのアンソ
ロジー『アンソロジー・オブ・アメ
リカン・フォーク・ミュージック

（Anthology Of American Folk 
Music）』（輸入盤で購入可能、CD６
枚 組、 レ ー ベ ル：Smithsonian 

Folkways）を出しました。これは、カントリー、フォー
ク、ブルーズが無差別に並んでいるようなアンソロジー
で、はっきり言って、当時の人びとにとってはかなり奇妙
なものに映ったようです。ただ、まだ十代だったボブ・デ
ィランを始めとする、ミュージシャンやその卵たちを釘付
けにし、彼らに多大な影響を与えました。僕は当時はもち
ろんまったく知らず、CDの時代になって初めて聴いたん
ですけどね。

ハリー・スミスのアン
ソロジーは、人びとの生
活に密着した素材を扱っ
ており、それらの影響を
受けたボブ・ディラン

（注２）などが、そういう
ものに目を向け始めまし
た。

ようやく越え始めた人種の垣根

――アメリカでは、やはり差別に関する曲が多いようで

すが、差別される側の黒人はどうだったのでしょう。
黒人が自分たちの不満を表明したようなブルーズは、い

くらでもあります。ただ、初期のブルーズは、あくまで黒
人しか聴いていないので、ストレートに、「俺はこんなに
辛いんだ」と言ってもしょうがない。それと、黒人のユー
モアというのは、なかなか表現がおもしろいんですね。高
度な教育を受けていなくても、話術に優れています。した
がって、どちらかというと苦労を笑い飛ばすような曲が多
いようです。

黒人だけが聴いていたこういう曲が、白人に紹介された
きっかけのひとつとして、1938年にジョン・ハモンドと
いう有名なレコード・プロデューサーが企画した「フロ
ム・スピリチュアルズ・トゥ・スウィング（From 
Spirituals to Swing）」という大イベントがありました。
これは黒人霊歌からスイングジャズまでの黒人音楽の歴史
を二晩で紹介するという白人向けのコンサートで、カーネ
ギーホールで行われました。

白人が黒人音楽を聴くようになると、土着的なブルーズ
よりは、もう少しメッセージを持ったフォーク的な歌を歌
うようになるんです。たとえば、その中には、音楽学者の
アラン・ローマックスがルイジアナの刑務所でたまたま見つ
けたレッドベリー（注３）、カーネギーホールのコンサートに
出演したビッグ・ビル・ブルーンジー（注４）などがいます。

ビッグ・ビル・ブルーンジーはギターの名人だし、早く
からシカゴに出て都会で暮らしていましたが、声が軽やか
で発音もわかりやすく、洗練された感覚の持ち主でした。
多くの白人が初めて聴いたブルーズは、ビッグ・ビル・ブ
ルーンジーだったと思います。彼は50年代にヨーロッパ
にも頻繁に演奏旅行に行き、いろんなタイプの歌を歌うん
だけど、ひとつおもしろいのは、「ブラック、ブラウン・
アンド・ワイト（Black, Brown and White）」。いろんな
シチュエーションで、白人だったら、黒人だったらと比較
していて、差別をありのままに歌った、わかりやすく覚え
やすい歌です。ただ、アメリカでは、レコード会社が録音
してくれず、50年代によくツアーをしていたヨーロッパ
のフランスで初めて録音できて、この曲が世に出ました。
割と初期に黒人が差別を歌った曲としては、こんなものが
あります。

ボブ・ディランの登場

――60年代はどんな感じでしたか？

ボブ・ディランは、前述のハリー・スミスのアンソロジ
ーや、ウディ・ガスリーの影響で、社会的な内容を扱った
フォークソングを作っていました。彼はだみ声ですから、
当初は彼の曲が他の人にカバーされてヒットし、それから
ようやく彼自身のアルバムも売れ始めました。そして、プ
ロテストソング（戦争や政治体制など、さまざまなことに
対する抗議のメッセージを込めた歌）の旗手のように思わ
れていたのですが、その彼が、今度はビートルズに影響を
受けて、エレクトリックギターを弾くようになって、ロッ
ク的な曲を作るようになります。そこで、ポピュラー音楽
はラブソングだけじゃなくていいんだと、みんなが気づき
始めます。それまでのポピュラー音楽でラブソング以外の
ものは、ほとんどなく、チャック・ベリーなどは、おもし
ろい歌詞を持った曲を作っていましたが、極めて例外的
で、圧倒的にラブソングでした。そのような中で出てきた
ディランの歌により、歌詞の可能性にみんなが気づいて、
フォークロックのブームが起きるんです。それが60年代
半ば頃ですね。

一世を風靡しては消えていくポップソング。
その中にあって、社会のひずみや不正を表現して、
長く聴き継がれていく曲も時には生まれてきます。
そして、ポップソングとして表現されることで、
多くの人に社会の問題点を知らしめるひとつのきっかけともなるのです。
そこで、今回は、70年代頃までのアメリカを中心に、
ブロードキャスターのピーター・バラカンさんに
そういった曲やそれらを生み出したミュージシャンについて、
語っていただきました。
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ピーター・バラカンさんinterview

注 1　ウディ・ガスリー
（Woody Guthrie：1912 〜 1967 年）

米オクラホマ州生まれ。14 歳で家族が離散、大恐慌時代

に一時雇いの労働者としてアメリカ中を放浪する。その生

活のなかで、貧困や差別などに翻弄される労働者の生活や

感情を歌にして演奏した。ボブ・ディランに多大な影響を

与えた。

注 2　ボブ・ディラン
（Bob Dylan：1941 年〜）

米ミネソタ州生まれ。アメリカを代表するミュージシャ

ン・詩人として、多くのアーティストに影響を与え続けて

いる。1962 年の「風に吹かれて（Blowin' in the Wind）」

や、1964 年の「時代は変わる（The Times They Are 

A-Changin'）」などがプロテストソングとして支持され、

公民権運動やベトナム反戦運動の代弁者とみなされた。

「風に吹かれて」は、『フリーホイーリン・ボブ・ディラン

（The Freewheelin' Bob Dylan）』（ソニー・ミュージック、

MHCP-803）で、「時代は変わる」は、『時代は変わる

（The Times They Are a-Changin'）』（ソニー・ミュー

ジック、MHCP-836）で聴くことができる。

注 3　レッドベリー
（Leadbelly：1888 〜 1949 年）

米ルイジアナ州生まれ。若くしてミュージシャンとして活

動を始めたが、もめ事も多く、何度か服役した。12 弦ギ

ターを中心にさまざまな楽器を演奏し、多くのフォークと

ブルーズで、アメリカの抱える問題を指摘した。

注 4　ビッグ・ビル・ブルーンジー
（Big Bill Broonzy：1893（正確には不明）〜 1958 年）

米ミシシッピー州生まれ。20 年にシカゴに移り、27 年に

初録音。50 年代までシカボ・ブルーズのパイオニアとし

て活躍した。

「Black, Brown and White」 は、『Black, Brown and 

White』（輸入盤、レーベル：Polygram）などで聴くこと

ができる。

1951年ロンドン生まれ。1973年ロンドン大学日本語学科卒業後来日。
1980年頃から執筆活動、ラジオ番組への出演などを開始。また1980年か
ら1986年までイエロー・マジック・オーケストラ、後に個々のメンバーの海外コー
ディネーションを担当した。現在は、TBSテレビで「CBSドキュメント」（水曜
深夜1:55 〜）の司会を担当。NHK FMラジオでは「ウィークェンド・サンシャ
イン」（土曜朝7:15 〜）の選曲とおしゃべりなどを担当している。

ピーター・バラカン　Peter Barakan

「時代は変わる」ボブ・ディラン
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イラク侵攻以来 5 年を迎えた今も、国内外に避難した何
百万人ものイラク人は、いまだ悲惨な状況下に置かれている。
EU や EU 加盟諸国は、こうした難民を支援し保護するために
十分な措置をとっていない。

紛争の結果、イラク国内では推定 600 万人にものぼる人び
とがいまだに緊急人道援助を必要としている。国外に逃れた避
難民のうちシリアとヨルダンが約 200 万人を受け入れている
が、財源逼迫のため両国政府は現在、避難民の流入を制限して
いる。滞在を許された人びとの多くも、法的に宙吊りの状態で
生活している。こうした人びとは難民としての地位も法的な在
留資格やビザの延長も認められていない。EU 圏におけるイラ
ク難民申請数は比較にならないほど少なく（2003 年以来約
10 万人）、その待遇は各加盟国によって大いに異なる。この
ことが、同じような状態にある人びとでも、EU 圏のどの加盟
国に滞在しているかによって受ける保護の内容が異なるという
不公平な状況を生み出している。さらに第三国で不安定な状態
にある避難民たちに対して、現在再定住プログラムを提供して
いるのは、わずか 7 加盟国にすぎない。

イラク人難民対策が不十分
EU　 2008／3／18

「テロ」行為で有罪となった 30 人の控訴審があり、1 人の
死刑判決が維持された。また、被告人全員に対する再審命令も
なく、公正な裁判を受ける権利の深刻な侵害への対処も行なわ
れなかった。ただ、1 人の死刑判決が取り消され、終身刑とな
った。2007 年 12 月の第一審では、2 人に死刑判決が、ま
た、28 人に 3 年から終身刑の刑が言い渡された。

アムネスティを代表して裁判を傍聴した弁護士は、「控訴審
は最初から欠陥だらけだった。この事件の裁判を是正する機会
があったのにそれをしなかった。被告人たちは非常に重大な罪
で起訴されたにもかかわらず、原審も、今回の控訴審も、国際
法の要求する基本的な保障に違反している」と述べた。

ソリマン事件として知られるこの裁判は、2006 年 12 月と
2007 年 1 月にソリマン近くで起きたチュニジア治安部隊と
武装集団の武力衝突に関するもの。この衝突で治安部隊隊員 2
人を含む 14 人が死亡したが、武装集団の幹部もすべて死亡し
たと伝えられた。この武装集団は、アルジェリアで「テロ」攻
撃を行なったとされるイスラム・マグレブ諸国のアルカイダ組
織に関連があるとされる。

死刑判決維持
チュニジア　2008／2／21 チベット　2008／3／15

国連の調査の受け入れ要請
中国は、チベット地域を封鎖し、人権状況の調査を長期に制

限しているが、今回の事件について、国連の調査を受け入れる
べきである。国連人権理事会もチベットの状況に取り組む必要
がある。アムネスティは中国に対し、抗議行動への自制のある
対応を求める。また、拘禁したすべての人びとの消息を明らか
にし、表現の自由、集会・結社の自由を平和的に主張した人び
とを釈放するよう求める。

中国　2008／3／7

五輪を前に、活動家を迫害
北京で人権弁護士や活動家への取り締まりが続いている。激

しさを増す公安当局による活動家への検閲、攻撃、誘拐は、五
輪開催までに人権状況を改善するとした政府の約束に反するも
の。弁護士で学者の人権活動家は夜自宅に戻った後、車に押し
込められるところを目撃されたのを最後に行方不明となった。
ある人権派弁護士は息子を車で学校へ送る途中に警察車両に追
突され、脅迫も受けた。

国連　2008／2／18

米国人種差別報告書を審査
人種差別撤廃の国際条約にもとづく米国の定期報告書が、国

連人種差別撤廃委員会の審査を受けた。報告書には、人種、肌
の色、民族や国籍に基づく人種差別からの保護を保障する同条
約上の義務に関する米国の遵守状況が記載されている。アムネ
スティは昨年、委員会への報告書で、米国憲法が法の下での平
等な保護を保障しているが、組織的な人種差別が現在も各地で
続いている実態を指摘した。

ロシア　2008／2／26

表現の自由を抑制
ロシアでは、人権活動家、独立系組織、メディアの活動、批

判的意見の表明が抑制されている。意見を表明し、権利のため
に立ち上がる人びとに対し、あいまいな法律が恣意的に適用さ
れ、嫌がらせが増加。「西側の影響」に対抗する戦略の一環
で、表現や集会の自由が損なわれている。反政府的なデモが暴
力的に解散させられ、デモや集会を見守る人権活動家やジャー
ナリストが圧力を受けている。

音楽と社会が密接だった60年代

その頃1964年に公民権法ができ、公民権運動がひとつ
のピークを迎えていました。しかし一方で、マルコムX
やキング牧師が暗殺されたり、ベトナム戦争はエスカレー
トするなど、世の中に不満を持った若者がたくさんいまし
た。ディランに触発されて、それらの不満を歌で表現しよ
うという人が出てきました、おそらく、60年代半ばから
後半の、あの時期が一番多かっただろうと思います。

ディランもビートルズの影響を受けたけど、ビートルズ
もずいぶんディランの影響を受けて、必ずしも社会的な内
容ばかりではありませんでしたが、彼らの歌詞の表現も詩
的に変わっていきました。ビートルズの影響力は世界的で
したから、ポップソングの表現が変わっていきました。

そのような状況で、ひとつ
の事件に触発されてできた曲
があります。1970年５月米
オハイオ州立大学ケント校
で、州兵がベトナム反戦のデ
モ隊に発砲し、４人の学生が
殺されました。その事件を聞
いたニール・ヤング（注５）は、

その日のうちに４人の学生がなぜ殺されなければならなか
ったかを問う「オハイオ（OHIO）」という曲を書いて、
翌日には録音し、１週間後にシングル盤を出しました。ポ
ップソングが、ニュース的な即時性を発揮した、非常に珍
しい例です。

黒人音楽でも社会性の強い歌が登場

――その後、音楽業界がより商業的になる中で、どのよ
うに変わっていったのでしょう。

70年代に入ると、ようやく黒人の方でも、中味の濃い
社会的な意識を持った歌が生まれ始めます。ソウルは白人
のロックと違って、長い間シングル盤中心の市場だったの
で、どうしてもヒットねらいになりがちでした。なかな
か、心の中を表現するという余裕のある人はいなかったで
しょう。

マーヴィン・ゲイ（注６）がベトナム戦争に反対する曲
「ワッツ・ゴーイン・オン（What's Going On）」を作っ
た時、所属していたモータウン・レコードの社長は、「こ
んなの出したら、お前のキャリアは終わってしまう」と反
対しました。しかしマーヴィ
ンが、「どうしても出したい」
と強く主張したので、「シン
グル１枚は出すが、それで失
敗したらお前の主張はもう二
度と聞かない」と釘を刺しま
した。しかし、出してみた
ら、とても受けが良くて売れ
たんです。その後出した同名のアルバムは、マーヴィンの
代表作にもなったし、ロックを含めたポピュラー音楽の名
作となったわけです。

この時期の黒人ミュージシャンでは、他にもカーティ
ス・メイフィールド（注７）やギル・スコット・ヘロン（注８）

などが、社会性の強い歌を発表しています。
70年代になるとレコード業界の規模が大きくなり、よ

りコマーシャライズされ、そういうタイプの歌が少なくな
っていきました。アメリカではベトナム戦争も終わり、社
会全体が疲れたんでしょう。逆にイギリスはパンクの時代
になります。しかし、70年代半ばから後半のイギリスは
パンク一色のように見られがちなんですけど、実際一番売
れていたのは、アバだったり、サタデー・ナイト・フィー
バーだったり、ディスコの時代でもありました。

やはり、社会性の強い歌というは、いつの時代でもマイ
ノリティなんです。やっぱりラブソングを作った方が売れ
るわけだし。だいたい、ミュージシャンになる人は、有名
になりたいとか、女の子にもてたいとか思ってるわけです
からね（笑）。ただ、その後もそういう表現活動をする人
は、少数派ながら確実にいて、それは現在もそうですね。

（聞き手：長田真理）

注 5　ニール・ヤング
（Neil Young：1945 年〜）

カナダ、トロント生まれ。バッファロー・スプリングフィ

ールドやクロスビー、スティルズ、ナッシュ アンド ヤン

グ（CSN&Y）のメンバーとしても活躍した。9.11 事件

後のチャリティコンサートで、当時放送が自粛されていた

ジョン・レノンの「イマジン」を歌うなど、メッセージ性

の強い活動も多い。

「OHIO」は、『Decade 輝ける十年』（ワーナーミュージッ

ク・ジャパン、WPCR-1189/90）などで聴くことができる。

注 6　マーヴィン・ゲイ
（Marvin Gaye：1939 〜 1984 年）

米ワシントン D.C. 生まれ。1971 年に発表したアルバム

『What's Going On』は、社会的な内容を扱ったひとつの

コンセプトを持った作品として高く評価され、大ヒットす

る。これは当時シングル盤中心だった黒人音楽の世界にあ

って画期的なことであり、その後の黒人アーティストに多

きな影響を与えた。

「 What's Going On」は、『ワッツ・ゴーイン・オン＋ 2』

（ユニバーサルミュージック、UICY-9490）などで聴くこ

とができる。

注7　カーティス・メイフィールド

（Curtis Mayfield：1942 〜 1999 年）

米イリノイ州生まれ。1958 年にインプレッションズとし

て活動を始める。インプレッションズ時代の代表曲として、

間接的ながら差別や戦争を非難した「People Get 

Ready」がある。70 年にソロとして独立し、マーヴィン・

ゲイ、スティーヴィー・ワンダーらと並んでニュー・ソウ

ルと呼ばれた。

注 8　ギル・スコット・ヘロン
（Gil Scott Heron：1949 年〜）

米イリノイ州生まれ。ジャズっぽい演奏をバックに、社会

性の強い自作の詩を朗読するスタイルで、元祖ラッパーと

も言える存在。黒いディランとも呼ばれる。

「ピーター・バラカンが勧めるこの1曲！」連載開始！
次号より隔月で、ピーター・バラカンさんに、人権にまつわる
ポピュラー音楽を 1 曲ずつご紹介いただきます。お楽しみに！

アムネスティ会員に

「Decade 輝ける十年」ニール・ヤング

「What's Going On」マーヴィン・ゲイ


