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（報告内容要約） 
 ヘブディジは、社会のなかで従属的立場におかれた人々が、主流社会に対して行う反抗

の形式としてつくりだしたスタイルをサブカルチャーと定義してきたが、欧米のサブカル

チャーがＭＴＶなどを通して周辺地域で受容されていく状況においては、欧米・帝国にお

けるサブカルチャーは、抵抗や周辺性を必ずしも意味せず、中心性やハイカルチャーにさ

えなりうるというパラドクスを含んでいる。本報告では、学校教育、スタイル、政治との

関わりから、モンゴルにおけるポピュラー音楽の受容と交渉とを検討しながら、ハイカル

チャー化する側面と、その一方で、人々による自己流の解釈や、抵抗、流用の側面からみ

たスタイルの意味、そして受容の場でもあり実践の場でもあるストリートとしてのディス

コをみていく。 
モンゴルでは、1991 年の民主化以降、ロックやヒップホップなどの西側音楽が流入しは

じめた。若者文化を大きく変化させたのは、1995 年、首都ウランバートル市においてケー

ブルテレビの放送が開始され、海外数十チャンネルと衛星放送がみられるようになったこ

とにある。ロックやヒップホップをはじめとするポピュラーカルチャーは、いまやウラン

バートルの人々の余暇のメインとなっているが、他方でこうしたポピュラーカルチャーは、

大学の正規科目ともなっており、ハイカルチャーとして存在しはじめているとも考えうる。

現在、そうしたポピュラー音楽の分野は、社会主義時代のロシアの影響で、「エストラード」

（ロシア語で「見世物」の意）と呼ばれるジャンルとなり、いわゆる古典ではない、ポピ

ュラーカルチャーを指す。エストラードは社会主義時代には、国家主導でグループを結成

し、国家が指定したグループが歌を歌うなどしてできあがってきたジャンルである。国家

が関わらない自主的活動もあったが、ラジオ放送やコンサート活動などは認められてこな

かった。民主化を経た後の現在のエストラード音楽とは、社会主義時代に上から与えられ

たポップスと、民主化以降に西側諸国から流入してきたロックやヒップホップを受容し、

モンゴルで再生産することによって成立してきた分野である。現在では、毎日放送される

MTV をみていない若者はいないとさえいわれており、豊かで自由なアメリカ・イギリスと

いう文化的イメージとともに、人々の生活に影響を与えている。 
社会主義時代によくつくられた音楽には「創作歌謡」といわれるジャンルがあり、伝統

的な民謡のペンタトニック音階が使用されたり、非政治的で自然の賛歌、父母への愛を歌

ったものが多かった。現在のエストラードにもペンタトニック音階の使用などはみられる

が、そのほかにも海外の歌を流用した音楽、馬頭琴を使ったジャズ、モンゴル民謡の一ジ



ャンルであるオルデン・ドーをトランスに流用した音楽、社会主義時代の独裁者の演説を

サンプリングしたものや民謡のカバーなどが盛んに行われ、ポピュラー音楽として消費さ

れている。 
他方、国立文化芸術大学でも 1996 年からは「エストラード音楽学科」が設置されている。

ある講師は、多用な音楽のスタイルの研究の他、絵画やデザインを含む 20 世紀のあらゆる

芸術スタイルとともにポピュラー音楽を学ぶ必要を語っており、帝国の中心において存在

するハイカルチャーとサブカルチャーの序列がモンゴルにおいては存在しないかのようで

ある。ここにはソ連から与えられた都会のアパートでの生活やソ連製の映画や演劇、音楽

を鑑賞することが「文化的」で、伝統的なモンゴルの遊牧生活は「文化的ではない」とし

てきた社会主義時代の文化観の影響があるだろう。こうした背景から、モンゴルでは「芸

術」そのものが、「文化的である」（＝ハイカルチャー）として意識されており、そのなか

で本来サブカルチャーであったエストラードが、ハイカルチャーとして芸術の内部に存在

するかのようにして意識されているのではないかと考えられる。 
欧米におけるカウンターカルチャーのスタイルは、こうしたモンゴルの状況のなかでは、

下位文化や抵抗性の象徴ではなく、憧れのハイカルチャーや自由を意味するものになって

いる。同様に、ヒップホップのメンバーには富裕層や名門校出身者も多く、下層や従属階

級という記号的意味は付与されていない。中心（欧米）においてかつて内包されていたサ

ブカルチャーの記号とその意味するものの関係は、モンゴルを始めとする周辺においては、

別のねじれた関係となって理解され、受容されている。 
 ロックやヒップホップが対抗文化として存在するのではないということは、選挙の際の

政党支援に活用されたり、国家勲章をもらうポピュラー音楽のミュージシャンがいること

にもみられる。また、母の歌を歌うハードロックやヒップホップの存在、売春やアル中を

題材にした社会風刺を歌うものもあり、その歌詞には現在のモンゴル社会が反映されてい

る。さらに、ロックやヒップホップが、ナショナリズムを高揚させている側面もある。社

会主義から民主化する際には、とりわけ大きな社会的意味をもっていたが、現在ではロッ

クがナショナリズムを語るのは当たり前ですらある。政党との結びつきだけでなく、GDP
の 25％が外国からの援助で成り立つモンゴルという社会状況のなか、特に外国人が増加中

のウランバートルでは近年、外国人への反感も高まっており、そうした外国人に対する反

感が歌われることで、モンゴルのナショナリズムを高揚させてもいる。こうしたヴィヴィ

ッドな社会風刺や批判性は、援助や外交官である外国人や彼らと関係をもつ売春婦たちの

出入りがあり、ヒップホッパーたちの活動拠点でもあるディスコという場を介して、歌詞

へと反映されている面がある。 
このディスコという場は、「ストリート」としてみていくと、グローバルな欧米からのポ

ピュラー音楽の受容の場であり、同時にモンゴルのローカルなポピュラー音楽実践の場だ

といえるだろう。ウランバートルには歓楽街などのまとまった空間があるわけではないた

めディスコも住宅街の横などに点在する形で存在するが、非常に多数のディスコが存在し、



ディスコという空間の存在は街を特徴づけてもいる。またウランバートルという寒冷地域

においてディスコは、ミュージシャン、若者、物乞い、売春婦、外国人（外交官からビジ

ネスマンまで）など、様々な階層や立場の人たちが集まる空間であり、中心と周辺の境界

としての「ストリート」が現出しているということができるかもしれない。多様な人々が

集まるディスコの周辺では、マンホール・チルドレン（ストリート・チルドレン）もたむ

ろする。また、専属のタクシー運転手を使いながら街に点在するディスコ間を渡り歩く売

春婦たちは、街に点在するディスコをつなぎあわせながら、一つのストリート空間をつく

りだしているとみることができる。こうしたストリート性をもつ場であるとともに、音楽

が受容され、また生まれる場でもあるこの場所で、音楽を中心にした活動がいかに行われ

ているのかを今後の調査から明らかにしていきたい。 
 

（質疑応答） 
鈴木：トランスから民謡までの様々な音楽が「エストラード音楽」ということだが、エス

トラードと並存して他にどんな音楽があるのか。また、エストラードのなかには外国から

影響を受けたすべての音楽が含まれるのか。 
島村：民謡と創作歌謡（ゾヒオリン・ドー）がある。創作歌謡は、日本の演歌に相当する。

ショービジネスのなかでは、創作歌謡とエストラードが大きな２つの分野になる。ロック

やヒップホップ、ポップスといわれるものはエストラード。 
鈴木：では、エストラードは音楽のスタイルを意味するわけではないということか。 
島村：彼らは「ポピュラー」という言葉は使わないが、ポピュラー音楽に相当するのでは

ないかと思う。 
 
木村：音楽大学のエストラード学科を卒業した人は何になるのか？ 
島村：ミュージシャンになった人もいるが、なってない人の方が多い。もちろん大学を出

ないでエストラードの歌手になっている人もたくさんいる。 
 
鈴木：よくわからないのは、何を根拠にこれだけいろいろなものがエストラードという一

つのまとまりになるのかということ。音楽スタイルではないのは確か。ただ、彼らの目か

らみて、何を根拠にこれが一つの枠に囲まれることになるのか。 
島村：例えば創作歌謡は、田舎の遊牧民の歌が多く、都市の人たちの歌とだいぶ違う。 
鈴木：それを受容する人間の社会学的な問題なのか。今日の発表は、「ロックやヒップホッ

プはこうあるべき」という島村さんの持っている情報がある、だけど彼らはその情報を知

らないので自分たちなりに受容して自己表現しているという、そのギャップに島村さんが

苦しんでいるように聞こえた。ロックがカウンターカルチャーとして生まれたのは 1960
年代。報告ではモンゴルに入ったのは 90 年代初めとのことだったが、その際、マスメデ

ィアから、ロックやヒップホップが反抗だという情報が入らない限り、彼らにはとっては



どっちでもいいことだろう。そういうメディア情報がない、あるいはどのくらいあるのか。

大学の先生がバロックとヘヴィメタが 20 世紀の音楽だといったというのも印象的だった

が、バロックもバッハの時代のではなくて、20 世紀にバロックロックか何かあって、そ

ういう標語で入れたのかもしれない。でも、私には基本的なものがなくて手持ちの情報の

なかで自己表現しているようにみえる。とすると、サブカルチャーとして生まれたロック

やヒップホップやロックが、ハイカルチャーになっているというより、最初からサブカル

チャーではない、あるいは知らないのではないか。彼らの視点からみるとどうなのか。あ

るいはそうした情報がどういう風に入っているのか。 
島村：難しいのは、例えば政治家批判をしたりする。そういう歌詞がヒップホップでもロ

ックでもある。だからまったくわかっていないというわけでもないと思う。 
鈴木：エストラードという括りでヒップホップを語ると広すぎてしまうから、例えば何年

くらいにどのメディアを使って、最初のヒップホップのレコードなりが入ってきて、どう

いうＤＪがそれを中心にかけてたから広まったとかいう流れがわかると面白いと思う。モ

ンゴルのなかにどういうラジオ局・雑誌・レコード販売店があって、いつくらいにできた

のかなどのマスメディア情報があるといいのではないか。 
 
松本：民謡と創作歌謡について。今日はウランバートルを舞台に話されたが、人口 250 万

人のモンゴル全体でみたとき、いわゆる民謡や創作歌謡といわれるものに、モンゴルのな

かでのローカル性はあるのか。トランス音楽やロックグループなどがでてきたとき、まっ

たくそうしたローカル性とは関係なく、ウランバートルというところだけで輩出できる音

楽なのかどうか。 
島村：民謡は社会主義時代に、地方で採集されて録音されたものを、中央でこれが民謡だ

という形で、一つの音楽のジャンルとして定義しなおしてつくられた。創作歌謡は、その

ように採集されたものと異なり、社会主義時代に民謡に近い形で新らたに作曲された音楽

のスタイルだ。ローカル性については、あくまで比較的としかいえないが、創作歌謡は比

較的田舎の人が好むといわれている。難しいのは地域性のほかに世代性がある点で、田舎

でも若い子は遊牧民でも普通にヒップホップを聴くし、ゲルに帰ってラジカセを押して流

れるのはヒップホップだということ。 
松本：もちろん僕の行っているところでもヒップホップが歌われ、若い人はそれを日常性

のなかで聴くのだが、例えばある儀礼をやったあとの直会という形になると、それがまた

民謡的なものに変わっていく二重構造のようなものがある。そうした変化を促すものが、

いわばローカル性のなかに仕組まれているところがあるのでお聞きした。もう一つ聞きた

いのは、創作歌謡になったときに、ローカルなものからそこで共約されていく現象はない

のかということ。創作歌謡は、社会主義時代に押しやられた、あるいは上からのものだっ

たということだが、創作歌謡のなかで、ローカルなアイデンティティがでてくる、創作歌

謡という形で流通しはじめたことが逆にローカルなかたちでのアイデンティティをつく



りだす過程を生むようなことはあるのかということ。今日の話をモンゴル全体に広げたと

き、そういう三層構造があるなら、これらの音楽が具体的な社会過程のなかでいかに組み

かえられているのかがわかると思ったので。また、ロックグループについてはローカル性

を考えなくていいのか。 
島村：ロックに関してはローカル性はないと思う。民謡と創作歌謡については、社会主義

時代の歴史など、まだ押さえられてない部分があるので勉強しておきたいと思う。 
 
加藤：ディスコのストリート性という視点が興味深かったのだが、それまでの議論との兼

ね合いを聞きたい。エストラードがハイカルチャー化したり、政党との結びつきのなかで

商品化しているということだが、それがディスコという空間ではどんな意味をもたらして

いるのか。ハイカルチャー化するということは、様々な人たちが集う空間では、集う人や

リスナーの消費の仕方にどんな影響を与えているのか。ハイカルチャー化ということは、

大学レベルでの制度化とは別に、ある程度はファッションや CD の売上の面でも購買力が

ないと消費しきれないものかと思うが。 
島村：人口 250 万人の国なので、おそらく CD の売上だけで生きているミュージシャンは

ほとんどいない。CD の値段は日本円にして、安いもので 200~300 円、高いもので

2000~3000 円。平均年収が一万円そこそこの国で 2、3 千円のものといったらお金持ちし

か買えない状況だが、そういう値段のヒップホップ CD もある。ディスコという空間での

消費のされ方の具体的な部分は、今後調べていきたいと思っている。 
加藤：日本の話ではドラゴン・アッシュが数年前話題になったとき、その政治性や反抗性

が古谷などには強調されたが、会場にきた客は音として楽しんではいるけど、言葉に込め

られたメッセージ性や政治批判の立場は全然理解できない、理解しようとしないというこ

とで、会場との温度差があるといっていた。報告では、例えばナショナリズムを高揚する

ような歌がいろいろ製作されているとあったが、一般リスナーとの温度差はないのか。 
島村：ないと思う。モンゴルで暮らしていると、モンゴル人の 9 割以上に民族主義的傾向

があるので、こういう歌詞でも支持される。ただでさえ彼らには中国に対してライバル心

がある。歌詞ででてくる「外国人」という言葉でまずイメージされるのは中国人か、もし

くは韓国人だと思う。今は韓国人もかなりモンゴルで嫌われているが、ディスコには韓国

人経営のお店がいっぱいある。また韓国人が若いお姉さんをはべらせるバーをどんどんつ

くっていっており、ウランバートルでは「アガシ（朝鮮語でいう娘）」という言葉が、バ

ーで働くお姉さんという意味でふつうの人の間に共有されている。外国人、特に中国人、

韓国人に対する排斥的な見方は多くのモンゴル人に共有されており、ナショナリズムに関

しては、リスナー側と発信側に温度差はないように思う。 
 
西垣：ウランバートルで知り合いのモンゴル人をみていると、ディスコに出入りする人た

ちはわりとお金持ちの人、例えば都心に住み、大学に行っていて両親も裕福なおぼっちゃ



ん、みたいな人なのではという印象を持っていた。だから「いろんな人たちが出入りする

ディスコ」というイメージがつかみにくいので、もう少し教えてほしい。ハイカルチャー

化はわかりやすい。ラジオで聴くことはあっても、ディスコという場所は、いくこと自体

できないすごい世界、お金持ちが行く世界、という印象を受けた。 
島村：ディスコにも種類がある。ポイントは入場料をとるか、とらないか。高いところで

だいたい７、８ドルして、そういうところはお金持ちしか入れないが、入場料無料のとこ

ろもあり、そういうお店には普通の人も入っている。ミュージシャンがライブをやる場所

というのは高いお店が多いが。 
西垣：売春婦が出入して仕事をしているのは、安い店になるのか。 
島村：関係なく現れる。売春婦のなかにもランキングがあるが、高い店に行ったり、安い

店に行ったりするようだし、当然客が取れない場合は、いろんなところを移動していく。

また、大抵ディスコの入口付近ではマンホールチルドレンがたむろしていて、非常に境界

的な場所だといえる。 
 
関根：これまでのコメントにもあったが、分析概念と、モンゴルでのあり方が少しずれて

いる気がする。サブカルチャーがハイカルチャー化するという言い方がすでに、内発的な

概念ではなく、外からみている概念のように思えるので、やはりモンゴルのウランバート

ルの文脈の中で、サブカルチャーとか、ハイカルチャーという言葉を仕切りなおさないと

分析しにくいのではないか。サブ／ハイカルチャーについては、社会主義から民主化し、

さらにそれがナショナリズムという形になっていくというモンゴルの地理的・歴史的位置

が、話の基本に効いているように思う。それでいくと「中心」と「周辺」という概念もや

はり外から使っている感じがする。社会主義という勢力が一つの大きな「中心」としてあ

ったと思うが、それが民主化という形で反駁できた、というか時代は変わった、というこ

と自体が、社会主義を「中心」とした一種の「周辺」としてのモンゴルの歴史からいけば、

統制から解放されたということだった。自由という言葉を使っていたけど。それはサブカ

ルチャーが持っている一つの特徴ではあったわけだが、それが国ごと起きたら、ハイか、

サブかよくわからなくなってしまうのは当たり前で、何が中心で、周辺かということをも

う少し歴史的な文脈の中で整理した方がいいだろうし、それによってこの後の援助の問題

と、ここでいう中心と周辺の境界という言葉の内実がもう少しわかってくる。外側からか

ぶせる概念を一回括弧に入れて、モンゴルの文脈から整理し直すことが必要ではないか。

それから、250 万人の社会経済的背景（クラス）についての情報があった方がいい。２、

３万の月収というけどそれが中くらいの人なのかとか、そういう一般的情報があった方が

聞きやすい。 
私が面白いと思ったのは、ディスコが、外交官などがくるハイカルチャーな場所なんだけ

ど、その近くにマンホールチルドレンが乞食のようにいる場所だという点。私のイメージ

では、ディスコの内部だけではなく、ディスコとディスコの近くまでを含めた空間が「ス



トリート」だと考えた方がいいと思う。私のやっている歩道寺院は、すごく立派なハイウ

ェーの端にある。ハイウェーはまさにハイカルチャーで、高級車が疾走している場所だが、

その端っこに歩道生活者がいる。その全体のダイナミズムがストリート、という風に考え

ているので、ディスコの内部空間の話ではないだろう。 
 
鈴木：音楽を一つのキーとして分析するときに、社会史的に音楽の流れを整理するといい

だろう。社会主義時代からどういう音楽が形成されて、自由化以降にエストラード音楽と

いうものが、何年にどんな人がどういう風にデビューしてというかたちで社会史的に再構

成すると同時に、音楽産業、娯楽産業の役割、どういう風に発展してきたかを調べると、

その中でディスコが担ってきた役割や、エストラード音楽の消費過程のなかで果たした役

割がわかるので、音楽とディスコの話がつながる。そこで、ディスコが、重要な消費の場

所なのか、音楽の生産の場所なのかということまでわかると、音楽の内容と、ディスコの

もっているストリート性の関連が明確にでてくるだろう。たぶん、90 年代情報が一気に

入ってきてたので、エストラードのなかにいろんなものが入っているのだろうが、それで

も整理してみると何か面白いことがみえるような気がする。もう一点、流用という言葉を

いろんなことに使っていたが、例えば「冬のソナタ」の例は流用じゃなくてカバーだし、

サンプリングにも例えば「ラストエンペラー」はサンプリングだけど、馬頭琴のは流用じ

ゃなくて演奏に使用しているわけで全部違う。流用という言葉で一緒にせず、どんな音楽

資源を新しい音楽のなかで再利用あるいは活用しているか整理すると面白いと思う。 
 
阿部：分析概念と当事者たちの概念の問題や歴史的な文脈というのはすべて非常に重要だ

と思うが、話を聞いて、社会における音楽の在りようとして、われわれにとって非常に新

しいもの、あるいは近代社会にとって新しいものが生まれつつあるような気がした。これ

は音楽というところからみて非常に興奮するような事態が生じつつある可能性があると。

そういう事態を的確につかんでいくためにも、先ほどからのコメントにあったような歴史

的な文脈や分析概念との使い分けを自覚的にやっていく必要があると思う。 
 
妹尾：歴史学を専攻しているので、歴史的な流れからみて同じようなパターンがあったと

き、モンゴルの現在の例にどういう特徴があるのか、どこが現代のモンゴルに特有のもの

なのかをどうしても知りたくなるので質問したい。例えば日本では 60 年代にビートルズ

やローリングストーンズが入ってきたとき、やはりお金持ちの恵まれた人たちが最初に取

り入れて、実際に演奏できる人もお金持ちの人に限られていた。それがワンランクおいて

和製ポップとかがでてくるとやはり、社会的に虐げられた人々とか、キャロルとかがでて

きて、日本の独自性が現れていくというパターンがあるように思う。前近代でいえば、例

えば日本の古代の平城京を例にみると、雅楽がある。雅楽は長安から入ってくるが、長安

では時の流行歌で、ポピュラー音楽として流れていたものなのだが、遣唐使が気に入って



日本にもって帰ってくると宮廷音楽になってしまって、もともと広く受容されていた都の

流行音楽が日本に入ってくると宮廷音楽に変わってしまうという例がある。それがもう少

し時間がたって中世になってくると雅楽のなかに大衆的な音楽がでてきて日本化がはじ

まっていく。となるとモンゴルの特有性には、社会主義が大きな影響をもっていて、社会

主義というのはどうしても普遍性で、固有性よりもモンゴルの特有性を強調しない考え方

をする。世界思想としてでてくるから。しかし、それが力をもたなくなってくると今度は

外国から入ってくるポピュラー音楽を利用する形で自分たちの固有な価値観を全面的に

出すという形で、つまり外国の音楽を媒介にして、自分たちが本当にいいたいものを逆に

生み出していくというような形で進んでいくんじゃないかと思う。一見齟齬からきたよう

にみえるが、それを媒介にしながら自分たちの固有性を打ち出すために使うというような

ことはないのだろうか。社会主義の影響もあって、モンゴル特有の伝承や歴史、民謡、古

典を自然に取り入れたような形で表現する方法がなかったところに、それらを表現する技

術を取り入れることができるようになったために、これまで潜在的に強く出されてなかっ

た固有性が一気にでてきたという考え方はできないだろうか。 
島村：ポピュラー音楽のハイカルチャー化という雅楽の話は非常に興味深い。ワールド・

ミュージックという言葉が 80 年代、90 年代もてはやされたが、モンゴルの音楽がそうい

う風になる可能性はいまはない。現在、民謡やポピュラー音楽の再加工をしているが、そ

れに名前がつけられて外国に輸出されるには至っていないわけだが、そうなる可能性は十

分あるだろう。馬頭琴などを取り込んだ、モンゴルっぽいポピュラー音楽というのは、も

う少し時間がたったらでてくるかもしれない。 
 
阿部：妹尾さんのコメントを非常に興味深く聞いた。私が音楽の在りようとして何か新し

いものがでてくるのではという予感をもったといったのは、いわゆる近代的な枠にとらわ

れた観点からすれば、という留保をつけておくべきかもしれない。今コメントされたよう

な歴史的な広い場面に問題を引き出すと、必ずしもまったく新しいものではなく、近代的

なある時期のありようからでていく、そういう風なものになるのかもしれないと思った。 
 
関根：今日の全体コメントはテーマが非常に面白いのでぜひ充実・発展させてほしいとい

うコメントだからいま答えなくても。私が非常に期待感を持つのは、科研のテーマは「ト

ランスナショナリズムとストリート現象」としたので、新しいトランスナショナリズム―

―少なくとも今その辺りの言葉で語りだされようとしていること――にもまさに対応し

ているし、広い意味でのストリート概念にも使えるようで、この研究会および今後の科研

にとっても面白そうなので、ぜひがんばってほしいということ。流用についての指摘につ

いては、appropriation は、使った瞬間にブラックボックス化してしまうところがあるの

で、私ももっと中身を丁寧にやった方がいいと思う。どうもありがとうございました。 
（文責：植村清加 成城大学民俗学研究所研究員） 


