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耳の中世化

まず「耳の中世化」というタームを説明した
い。この用語を正確に定義することは、きゃり
ーぱみゅぱみゅの理解に繋がるだけではなく、
現在とそれ以降の音楽の特質や方向性を説明す
ることになるだろう。「耳の中世化」とは、現
代の聴覚的な指向や好みが、中世の聴覚や指向
と似てきていることを指す。
音楽はこれまでの2,000年間、さまざまな変
化を遂げた。音楽は進化を続けてきたのだ。た
とえば、現在の日本語圏で、雅楽や能楽が聴か
れることはほとんどない。街中で流れている音
楽は、クラシックやロック、ジャズというジャ
ンルでヨーロッパ、アメリカ起源の音楽だし、
イヤフォンを通して私的な空間で聴かれている
音楽は、よりジャンルとしては限定されたも
のを聴いていると思われる。たとえば、J-Pop、
アメリカのポップ、ロックやEDM（後述）、オ
ルタナティブなどがそれに相当するだろう。
ここで世界の音楽史を振り返る余裕も能力も

ないが、簡略化すると、古代の音楽は不明な点
が多いながらも、複雑で音の情報量が多いこと
が挙げられる。たとえば、古代ギリシャの音楽
や、雅楽のような場合だ。中国の祭祀や『源氏
物語』に頻繁に出てくる平安時代の音楽だ。
では、中世の音楽はどういう特徴があったの
か。
いま中世の音楽を宗教的目的の楽曲や、歌や
踊りに限ると、次のような特徴があると言える。
大きな原則として、①音はハーモニーを目指
さず、単音か、そのユニゾンであることが多い
こと　②音程が不安定であること　③ノイズが
多いこと　④ペンタトニック（5音階）がほと
んどであること　⑤またアルペジオ（分散和音）
を使うこと。この5点を指摘したい。
中世歌謡を聴く機会は限られているが、たと
えば、能の音楽（能楽）は、中世歌謡が中世に
近いままに残っていると考えていいだろう。な
おここで中世と呼んでいるのは、およそ12世紀
から17世紀までの時期と考えていただきたい。
このことを実証する前に、まず12世紀以降、
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1990年代までの音楽がどういうものであった
かを振り返っておきたい。
ヨーロッパを参照すると、宮廷貴族の音楽と
して、またキリスト教の宗教音楽として、調性
がしっかりしたものが誕生した。12音での音楽
が純正律から平均律として生まれ、それが拡大
していった。具体的には、パリ、ライプツィヒ
やミュンヘン、ウィーンで生まれた音楽だ。ま
たイタリア（ヴェネツィア、フィレンツェ）で
の音楽だ。いま「クラシック」と呼ばれる音楽
の特徴は、一般的にリズム、メロディー、ハー
モニーという3つの要素を重視するヨーロッパ
音楽を指す。
それらは、歌詞をつけ、歌われることが前提
とされることが多く、典礼の場合に、また民謡
として、国民国家が誕生すると、国歌や流行歌
にまでなってゆく。
また広義のイスラーム圏では、コーランの朗
誦という伝統があり、それは現在でも残ってい
る。しかし、国民国家形成過程で、国歌が作成
され、12音の枠組みが導入される。またポップ
ソングが誕生する中で、ヨーロッパの楽器が使
われるようになった（たとえばアラブ圏の「歌
姫」、エジプトのウーム・クルスーム）。
これらの大きな変化が当時の「音楽家」や「聴
衆」には意識されていなかったが、現在から判
断するとそこに亀裂が見てとれる。中世的な音
階やアルペジオ、不安定な音程に対するカウン
ターカルチャーが生まれ、一挙に支持され、壊
滅させられたということではないだろう。しか
し、20世紀にもつながってゆく変化は、とくに
学校における音楽教育から支援を受けてかなり
の速度で広がっていったと考えてよい。
この聴覚の近代化は、「音楽の父バッハ」と
いう表現でも明瞭にわかるように、ヨーロッパ
の限定的な地域から生じた音楽様式と音楽の構
成、和声的アーキテクチャである。この18世紀
中ごろに生まれた音楽様式は、平均律として広

がる。従来の「うなり」があったり、調性その
ものに意味があった音楽を捨て、機能和声に移
行してゆく。たとえば、現代の楽典の基盤はこ
の時代に出来上がった。いまの音楽学校で習う
ものはこれである。
このクラシックの音楽の頂点のひとつはリヒ
ャルト・ワーグナーだ。オーケストラは100人
を越え、音量はきわめて大きい。また楽器の種
類の多さも際立っている。それはスコア（総譜）
の段の数を数えればよくわかる。音の分厚さと
調性を利用しつつ、その調性の限界的効果を抽
き出している。メロディーとそのカウンターに
なるメロディーは活かされ、ハーモナイズされ
る。
この近代的な和声によって出来上がった（バ
ッハ、ベートーベン、ワーグナーで代表しても
よいような）音楽システムは、20世紀の後半に
なって変動の兆しをみせる。コンピュータを音
楽作成に使用したことで、ベースラインや中音
域を「打ち込み」によってアルペジオにするこ
とが容易になった。たとえば、クラフトワーク
やTONTOといったグループが、まずこの作業
の戦陣を切った。YMOもそうだろう。このア
ルペジオは、ポップスにすぐに導入され、イギ
リスのバンドやR&Bにも広範に取入れられた。
ノイズに関しては、これ以前にロックによっ
て充分に試みられていた。オーバードライヴ、
ディストーションをエフェクターとして掛ける
ことは1960年代の流行だけではなかった。ロー
リング・ストーンズやビートルズはノイズ系の
バンドであるという視点すらあるだろう。また
現代音楽の側からも、ノイズ、とくに自然界の
音響をノイズと見なしていく視点が出てくる。
ひとつは文字通りの電子音楽であり、もうひと
つはミュージック・コンクレートである。サウ
ンドスケープの考え方をここに入れてもいい。
はじめの２つについては一般性が少なく、聴衆
の数は限定されていた。
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そこに、2,000年代（いわゆる「ゼロ年代」）
中ごろに入って使われるようになったDJ機材、
とくにCDをDJの機材に取り込めるようになっ
たパイオニア社製のものが出現すると、ノイズ
の音程自体を変えながら音楽に加えることが可
能になった。もちろんノイズ音だけではなく、
通常のキーボードでもピッチベンダーがその機
能を持っていた。そのことから、低音から高音
に音を滑らかに変化させることができ、聴き手
に対し音やノイズの高音への変化で緊張感やテ
ンションを持たせることが出来るようになっ
た。これが不安定な音程に相当する。
また音名でいえばboomerやwarpにあたる爆
発音（各種あり）や、サイレン音、ツイストと
呼ばれる逆回転音などを加えることも現在の音
楽の特徴であろう。これらはジャンル名でいえ
ば、テクノ、エレクトロ、エレクトロニカ、エ
レクトロポップ、テクノポップと呼ばれている
分野で盛んであるし、またポップソングやロッ
クもそれらの強い影響下にある。
この近代を挟んだ時期（18－20世紀）を図に
してみた（図1）。ここで注意が必要なのは、新

らしい傾向が出てきたからといって、過去のも
のが一気に消滅するのではないことだ。たとえ
ば、現在でも中世の歌謡は演奏される。またク
ラシック音楽も日々多くのコンサートがあり、
減ったとはいえ、新録音もある。つまり図は全
体的な傾向ではあるけれど、それがすべてを変
えてしまっているのではないということだ。
念のため付け加えておくと、ここで中世の音
楽というのは、たとえば、次のようなものを念
頭においている。能楽、常磐津、コーランの詠唱、
キリスト教のオラトリオ、仏教の声明（真言宗）、
世界各地の民俗歌謡（アイヌ、モンゴル、タン
ザニアやナイジェリアの部族など多種多用）を
考えている。

「耳の中世化」を測定する

もしこの隠喩としての「耳の中世化」という
現象が起きているとすれば、それを感覚や、音
楽を聞いた印象だけで判断せず、いくつかの指
標で計測できたら、望ましいことだろう。ただ
し音楽は音が不安定か、とかノイズが多いとい

図1「耳の中世化」
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ったことは心理的な事柄に属すことも多い。ま
た認知心理学的に、その聴覚印象をどう測るか、
という難しさもあるだろう。
まず音楽を情報として捉えた場合、純粋に情
報だけならば、その量を測ることはできる。い
ま問題にしているのは、中世（単旋律、アルペ
ジオ）から近代音楽（ハーモニー、メロディー）、
そして現代へ、という音の変化をたどるという
ことだ。
情報の乱雑度で計測することが考えられる。
中世の音楽は乱雑度が高く（エントロピー低）、
近代音楽では、乱雑度は低く、エントロピーは
上昇している。現代については再び乱雑度が上
昇する傾向にあると予想できる。
また、特定の音を設定して（たとえば調性を
作るキー音＝トーナル・センター）、そこから
の離散率を計測してみるのも方法だろう。
この場合は、時代の代表的な音楽を実際に測
ってみることや、譜面に落としたときの音数を
カウントすることではまったく計測にはならな
いことに注意したい。データ的にまだ信頼でき
るのは、譜面にしたときの段の数であろう。そ
れはその分だけいろいろな音がハーモニーの構
成要素として使われていることになるからだ。
なぜこのような「耳の中世化」「聴覚や音楽
の中世化」が起きて来たのか。それはいまのと
ころまったくの謎にとどまっている。人々の音
に対する感覚の長期的な変動なのかもしれない
し、単に音楽作成過程で使用可能なテクノロジ
ーの影響の結果なのかもしれない。また人の音
楽に対する趣向や好みは複雑系的に揺れ動き、
少しの変化がトレンドの劇的変化をもたらすの
かもしれない。電子楽器が存在しない時代では、
さまざま音色を作るのは容易なことではなかっ
た。古代中国での楽器の種類や、19世紀のオー
ケストラの音の分厚さにはテクノロジーが関係
はしているとはいえ、主因ではないだろう。
とはいえ、ここまでで、きゃりーぱみゅぱみ

ゅの音楽を特徴付けているものを描く準備は整
った。彼女のファッションについてはその都度
説明を加えたい。

きゃりーぱみゅぱみゅについて

歌手でありタレントである、きゃりーぱみゅ
ぱみゅ（以下、きゃりーと随時略記）、につい
て考えてみたい。このミュージシャン、タレン
トは、いくつかの視角に分割し、場合分けをし
てみたほうがいい。そのほうが全体像が掴みや
すくなると思われる。この場合分けが、きゃり
ーぱみゅぱみゅの全体像を現している、つまり
過不足なく重複も漏れもない、というふうには
いかないだろう。しかし、理解は深められる。
いまは、音楽、言動（「かわいい」）、ファッシ
ョンの3つに分け、話を展開させたい。「かわい
い」に関しては最後にもう一度まとめて議論し
よう。
まずさっそく音楽に入る前に、どういう履歴
の人か確認しておく。きゃりーぱみゅぱみゅ（芸
名、実際にはもっと長い）、1993年1月、西東
京市生まれ。デビューは2011年にワーナーから。
音楽は最初期には、きゃりーぱみゅぱみゅ本人
も担当、アルバムデビューからは中田ヤスタカ
が作詞、作曲をすべて担当している。
まず彼女の音楽の特徴を考えてみよう。つま
りそれはほとんど中田ヤスタカの音楽をどう分
解するかということになる。もっとも中田は、
きゃりーぱみゅぱみゅとの会話の中から、新し
い歌詞やアイデアが生まれてくると述べている
ので、共作的な側面もある。
ポップソングだけあって、調性ははっきりし
ている。しかし、「耳の中世化」の要素を充分
に兼ね備えている。ノイズ、アルペジオはほと
んどの曲で入る。ただしそれは背景で鳴ってい
ることが多く、意識的に聴かないとわかりにく
いだろう（その部分が明確なのは、後述する
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EDMのジャンルの曲だ）。テンポ（BPM = beat 

per minute）は、120付近の曲が多い。ジャンル
としてはテクノ、ダブ、ロックに分類できる。
歌詞としては、恋愛に関してのもの多いが、
決してそれだけではない。また、歌詞自体が矛
盾に満ちていたりする。特徴的な曲だけを挙げ
ると、たとえばまた歌詞のほとんどが「み」だ
けの曲もある。曲名『み』。江崎グリコのCM、「ア
イスの実」の「み」だけをほぼすべての歌詞に
している。
『さいごのアイスクリーム』という曲では、
自分のために残しておいたアイスクリームが、
食べられていたので、食べた犯人は許さない、
ということ（だけ）を歌っている。
言葉遊びも多く、全体としては歌詞で意味を
追求する、深めるということはほとんど諦めて
いる、というよりも、はなから目標にしていな
いと考えていいのだろう。
上述の曲の特徴の観点からすると、ノイズや
アルペジオの要素は充分に入っていることが容
易にわかる。というのも中田ヤスタカによる曲
は、ジャンル上はポップスでもあるけれど、む
しろダンスやテクノに分類されるべきものだろ
う。ちなみにiTunesでは、“Dance & House”に
分類されている。これは広い意味でのダンスミ
ュージックに相当すると考えてよい。曲（『イ
ンベーダー　インベーダー』）ではダブも導入
されている。
つまり「耳の中世化」の流れにしっかり乗っ
ている音楽であると確実に言える。
もちろん歌うメロディーが明確にある以上、
またコード進行がある以上、従来の調性がはっ
きりしている音楽でもある。意図的に中間的な
形の音楽にしているのだろう。
具体的に曲を聴いてみよう。中田ヤスタカは、
現在の潮流と反し、曲の中に音をたくさん詰め
込む傾向がある作曲家だといえる。簡単にいえ
ば、スコアの段の数が多い、DAW（コンピュ

ータ上での作曲ソフトのこと。デジタル・オー
ディオ・ワークステーション）で言えば、トラ
ック数が多いということ。そこに中田は、ポ
ップスというフレームがはっきりした範囲の中
に、ノイズやアルペジオ、分散和音を入れてい
る。それは効果を狙った音というより、その音
自体も音楽の構成要素になっている。もちろん
そのような音を使っていない楽曲もある。従来
のロックやポップスの音色だけを選択している
音楽もある。
ここではウェブも含めて現在入手しやすいフ
ルアルバム3枚に絞って少しだけ聴いてみる。
特徴が明快なものをだけをさらに挙げてゆく。
きゃりーの最初のフルアルバム、『ぱみゅぱ
みゅレボリューション』（2012年）。ボーカル
にヴォコーダー（声をロボットが話すような音
に変化させるエフェクター）を使い、音程やハ
ーモニーはAutotuneというソフトによって調整
されているときがある。『PONPONPON』では、
要所要所でノイズ音が入れられている（DAW

ではスプラッシュやブーマー、ワープと呼ばれ
る音色。爆発音やエンジンの回転数が上がって
ゆく音に似ている）。
『スキすぎてキレそう』『ぎりぎりセーフ』で
は、アルペジオが使用されている。自動的にア
ルペジオを作るアルペジエイターを使っている
かどうかは断定しにくいが、キーボードで音を
入力し、クオンタイズ（音を適切な間隔に置き
直す機能）しているように聞こえる。エンディ
ング曲でアルバム全体を総括した『ちゃんちゃ
かちゃんちゃん』では、ノイズの音程を上げて
曲の緊張感を高めるという、テクノやEDMで
は典型的な技法が多用されている。

2枚めのフルアルバム、『なんだこれくしょん』
（2013年）。
前述の『み』は、ダブやレゲエ調に、和太鼓
が入った曲。ここにもジェットエンジンの回転
数が上昇してゆくような音が加わる。これは効
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果音というより、音楽の中の一部になっている。
『さいごのアイスクリーム』は、冒頭からス
プラッシュ音が充溢している。1980年代的オー
ケストラヒットもポイントに使われている。
『のりことのりお』。これもCM曲だが、ワブ
（音の震え）の度合いが高いダブが入っている。
また琉球音階を土台にしている。

3枚めのアルバム『ピカピカふぁんたじん』
（2014年）。
『きらきらキラー』『ゆめのはじまりんりん』
ではアルペジオが、中田ヤスタカによるセルフ
リメイク曲の『do do pi do』ではノイズが、サ
ビに入る小節に近づくと効果的に使われる。『ト
ウキョウ・ハイウェイ』では全編がアルペジオ
でスピード感を抽き出している。
ざっとこれだけの曲を聴いても、「中世化」
の特徴は充分に出ていると言える。少なくとも
20年前には一般的ではなかった音楽だ。10年前
でもそうだろう。
このことを関連することとして、声というテ
ーマを考えることができる。きゃりーの特徴と
して大きなものは、その声でもある。
歌手には、通常2つのタイプの人がいる。声
帯を開き、音量を出し、ヴィブラートを掛ける。
いわゆる「歌手」というと通常考えるような人
である。美空ひばりやMISIA、椎名林檎といっ
た人が日本では挙げられる。この限界的な場合
がオペラ歌手に相当する。一方、それとは違う
方法を取っている歌手がいる。話し声の延長で、
喋るように歌う。たとえばフレンチポップスの
歌手ではこの流れが確実にある。ジェーン・バ
ーキンやシャルロット・ゲンズブールが筆頭格
だろう。
中田ヤスタカがプロデュースをしているミュ
ージシャンは、その多くがこの後者の路線にあ
る。中田が小西康陽の影響を如実に受けたこと
も一因と推定される。Perfumeもこの歌唱法だ
し、きゃりーもこの系統に含めることができる。

しかし、きゃりーの場合は、より違う特徴が
ある。歌の語尾を下げたり、言い放ったり、あ
えて音程を少しだけ上下させている。そのこと
で「歌を歌う」という行為と「話すという行為」
を近づけているように聴くことが可能だ。
たとえば『もったいないとらんど』。フレー
ズごとの最後は、語句の語尾を伸ばさずに、ば
っさりと切るか、語尾を下げる（例：「きらき
らなんて」の「て」の語尾を下げる。「まちに
まった週末は　素敵なまんまる満月で」だと、
「は」や「で」は語尾が伸ばされずに切られる）。
こういう例はとくに最近のアルバムになればな
るほど頻出する。
これがなにを意味しているかはまた別のこと
だが、なんらかの子どもっぽさや、感情を込め
た表現をしないことで、より歌詞に注意を向か
わせ、逆に考えや心理の表現になりえていると
いうことが考えられる。
つまり中世化的な音楽の上に、このような感
情を過度に込めない歌唱が乗っているというこ
とだ。

PV

きゃりーが急激に有名になり、ティッピング
ポイントを軽々と越え、世界的な評価を得たの
は、PVからだ。それは『PONPONPON』とい
う曲名のPVからだ。
このPVは、2011年7月にレコード会社ワーナ
ーがYouTube上で公開をしている。2014年8月
末時点で7000万回近い試聴件数になっている。
ファッションや美術的なディレクションは、
増田セバスチャンとおそらくきゃりーも少し関
わっていると思われる。骨や目玉、骸骨、サメ
といった定番のアイテムも出てくるが、そう
ではないものも少なくない（食パンやアヒル）。
監督は田向潤、振付は振付集団air:manによる
ものだ。
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当時はLady Gagaの亜流と言われつつも、熱
狂的なファンを生み出したPVだ。蛍光色の多
用、各種動物のぬいぐるみなど、増田セバスチ
ャンのショップ、6% dokidokiを類推させるも
のも少なくない。しかし、現時点でみるとまだ
コンセプトが提示されているだけであるという
評価を下すことができる。この後に紹介する
PVはより一貫性やストーリー性を帯びてゆく。
『ファッション・モンスター』では、ティム・
バートン的な典型「呪われた家」で、フランケ
ンシュタインやウサギ男たちとともに「自由に
なりたい」と歌う。巨大な生き物（だいだらぼ
っちを連想させる）との戦いがあるが、その生
き物は最後にはその自由になりたい気持ちを受
け入れる。
『ふりそでーしょん』。ここでは、赤と白を基
調としたインテリアと衣装のなか、大人と子ど
もの境界についてが話題にされる。大人である
ライオンの着ぐるみ、実はこれはきゃりー自身
なのだが、その大人との恋愛が暗示される。
『にんじゃりばんばん』では、忍者のコスプ
レをしたきゃりーが、金魚など「日本」をイメ
ージさせるものとともに映される。高層ビル群
やスペースシャトルが背景。恋愛がテーマ。し
かし、「風神雷神」のロボットや、ワイアーフ
レームの強調といった、「日本の伝統とテクノ
ロジー」というステレオタイプな理解が敢えて
出される。ラスボス的な敵をきゃりーが攻撃し、
滅ぼす。
『インベーダー　インベーダー』。オシャレに
なることで「世界征服」しようという“無謀な”
試み。コミカルで、楽しそうに世界征服が行わ
れようとしている。骨、サメといった定番アイ
テムも登場（詳細は後述）。
『ゆめのはじまりんりん』。卒業をテーマにし
た歌詞。PV上では、いままでのPVの衣装やア
イテムが登場し、次のPVに引き継がれてゆく
ことが暗示される。時間軸上で考えられている

珍しいPV。過去との決別の意思表明。
『きらきらキラー』。これも、魔術的な着ぐる
みキャラクターが登場。白黒を使ったダイナミ
ックな構成。しかし、それが起きているのは幽
体離脱の間なのだ。
現代で曲を拡散、ヒットさせるのに必須とも
いえるPV。ここには田向潤のような監督が加
わっている。これらは初期を除けばきゃりーも
アイデアやきっかけを出していると考えられる
し、またそういうインタヴューも散見されるが、
当分の問題設定はそこにはない。

かわいいについての議論がかわいくないのはな

ぜか

きゃりーぱみゅぱみゅが表現している「カワ
イイ」を再構成してみよう。ここには、逆説的
な要素がたくさんある。かわいいとグロい（グ
ロテスクである）。かわいいとキモい（気持ち
悪い）。かわいいとエロい。かわいくてキレそ
う。このように通常なら相反する要因であるこ
とが、同時に成り立っている状態が「カワイイ」
のように一見みえる。
彼女自身の本、『きゃりーぼーん』は、きわ
めて興味深いので、彼女に語ってもらおう。「カ
ワイイ」の概念が把握しやすいと思われる。
きゃりーぱみゃぱみゅにアイコンがあるとす
れば、一般に思い出されるのが巨大リボンと鮫
だろう。いまは鮫を考えてみよう。精神的にも
っとも多大な影響を与えたのが鮫だと言える。
小学校3年のときに『ジョーズ』（スティーブ
ン・スピルバーグ監督）を父親とDVDで見て、
一挙に魅了されたというエピソードが書かれて
いる。以下、引用。括弧内は補足。
「人がサメに食べられてしまうシーンで血で染ま

る海の映像にものすごく衝撃とショックをうけ

たのです。人間が敵わないサメの強さに惹かれ

ました（中略）毎日図書館でサメの生態をノー
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トにまとめるのが日課に。（中略）基本的には動

きが俊敏で獰猛なサメが好き。やっぱりジョー

ズのサメでもあるホオジロザメは憧れ！　ホオ

ジロザメの何が魅力かというと、サメのなかで

も見た目がかわいらしいのに、人を襲いやすく

凶暴だということ。そして、肉を食いちぎる姿

がワイルドでかっこいい！」1

サメはかわいいのだけれど、なぜかわいいか
というと、それは見かけと違っていて凶暴だか
ら、と言う。むしろ凶暴だけどそれは内に秘め
られていて、外見はそんなことをしそうになく
見える、それだからかわいいと言うことなのだ
ろう。これは差、ギャップというよりも、かわ
いさと凶暴さの往復、敏捷さを持ちつつ、かわ
いいというこの変化、動的なものにきゃりーは
関心を持っていると思われる。
書かれていることをそのまま信じるわけには
いかない。とくにミュージシャンの場合はそう
だろう。本当に大事なことは自覚されていない
か、言わないこともしばしばある。また話を大
げさに盛ることもある。では、この場合はどう
だろう。
彼女がこの種の「かわいい」を自覚している
と推定できるのは、血（「ち」と書かれる場合
もある）についての発言だ。引用する。
「（『ジョーズ』を見てショックだったのだけれど、

同時に）“血ってすごい”と思ったんです。でも、

実はリアルな血は苦手で、鼻血が出たら震えち

ゃうくらい（笑）。自分から血が出るとどうして

いいか分からなくなってしまうけれど、偽物の

血となると話は別！（スプラッター映画を見始

めて）現実の血は苦手なのに、映画の中ではよ

り本物に近い方が興奮します。特に血しぶきが

好き！（中略）そして、人間の体内から出てく

るというのが神秘的で、生命の素晴らしさを感

1 きゃりーぱみゅぱみゅ、『きゃりーぼーん』、p.28

じるんですよね☆」2

実にいろいろな側面がここだけでも現れてい
ると言える。複合的で、往還的、動的でもある。
彼女は人間や動物がもつ本源的な生命に関心が
ある。その生命はふだんは隠されている。表面
に見えているのは、敏捷さや細かい動き。これ
が動物だ。その生命の要素が噴出し破裂したと
きに興奮し、生命を慈しむ。サメや血への愛着
とはそういうことだろう。もし「かわいい」が
こういう部分からエネルギー供給を受けている
のであれば、かわいいは、一般的に言うかわい
いでは全然なくなってくる。
このきゃりーの言葉や表現はほぼそのまま文
字通りに受け取っていいだろう。というのも、
きゃりーが作ったグッズや、本人が深く関与し
たPV（プロモーション・ヴィデオ）には彼女

2 同、p.35　ヘーゲルを思わせる。また、この発言は、
古代神道的なイメージにつながっている。

図2 最初のフルアルバム、『ぱみゅぱみゅレボリュ
ーション』のカバー。頭上に歯をむいたサメが乗
っている。
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が大切だと表現しているアイテムが、隠されず
に表に出ている。たとえば、ガイコツの血しぶ
きネックレス、包丁ヘアクリップ、血眼シリー
ズ（ネックレスやリング）といったものだ。こ
のような本人も常識的に言えば奇妙なものと理
解しているアイテムを出すには勇気や開き直り
が必要だろう。
さらに、きゃりーがかわいい（「きゃりーの
もと」と表現されている）と認定しているの
は、変顔（へん顔）、変ポーズ、それに笑いだ。
一般的にも5年ほど前から若い人の間でしばし
ば見られる変顔。これは照れ隠しではなくて、
コミュニケーションと捉えられている。固定化
した表情のやり取りを大胆に壊すことなのだろ
う。表情の空虚さを埋めているとも言えるかも
しれない。これは1980年代以降、写真家シンデ
ィー・シャーマンが自撮りをするなかで、自我
を解体させ、演劇的なコンテクストを作って行
ったのに近いとも言えそうだ。またサメのケー
スと同様に心理が外部に出ていることが「かわ
いい」ことになるのだろう。
変ポーズに関しては、「やっぱりただ普通に
かわいいだけでは物足りない。私の発想や行動
はすべて“普通はつまらない”という考えから
生まれています」（きゃりー）ということだろう。
3歳から12歳まで、クラシック・バレエを習っ
ていたことが影響していることも充分にありえ
る。
最後に、きゃりーが影響を受けていると言っ
ている好みの映画や作品、ゲームをあげておこ
う。『ハッピー・ツリー・フレンズ』『テキサス・
チェーンソー』『バイオハザード』『ビートルジ
ュース』『ヘアースプレー』『ホステル2』。草間
彌生さんの作品も好きなようで、きゃりーと親
和度は高いと思われる。ここにグロテスクから
不気味なものを並べる一貫性を見ることができ
る。
ここまで「かわいい」概念を見てきた。いま

引用せざるをえないのは、四方田犬彦の『「か
わいい」論』だ。彼の先駆的な分析のなかの最
終章でこう書いている。

「かわいい」とはつねに儚げなものであり、ヴァ

ルネラビリティ（筆者注：危うさ、脆弱さ）に

満ちた存在である。それはまったくの偶然から、

たやすくグロテスクで脅威的な怪物へと変身し

てしまう。

これはきゃりーに関しては当てはまらない。
「かわいい」はいま上で簡略に確認したように、
かわいいものとグロテスクなものの対立の中で
生まれてくるものではないからだ。
しかし、四方田が書いているように、ここに
なにか恐ろしいものを感じ取らざるを得ないの
も事実だ。むしろこちらの指摘のほうが重要だ
ろう。

心理的にも歴史的にも「かわいい」映像が抑圧

し隠蔽してきたものごと（筆者注：邪悪なもの

や怪物を指している）が、近い将来いっせいに

地上に回帰し、その現前を誇らしげに提示する

としたら、そのときこそわれわれの社会が本質

的な破局に襲われる時だろう。（中略）唯一確実

なことは、破局がこれまで回避されてきたのは

ひとえに「かわいい」という観念の薄膜が、わ

れわれを現実に直面することから隔ててきたか

らにすぎないからだ3。

きゃりーの行動や好みを追っていると、精神
の中核にあるだろう信念や強い決心や譲れない
価値といったものが《ない》ことにおのずと気
がつく。これはLady Gagaやケイティー・ペリ
ーなどでも感じられることだ。つまり、「かわ
いい」が複合的な生命への指向なのだとしたら、

3 カワイイが動的であることに関しては、真壁智治を
参照。
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その複合を形作っている一方の部分、グロテス
クで生命にあふれる血や、獰猛な生物、これが
リアルな形で復帰してきたらどうなるだろう。
おそらく人は耐えられない。映像で血を流しな
がら他人の死を見ているのは「かわいい」し衝
撃なのだ。だが、それがたとえば戦場で、実際
に現実の死に近づき、死に触れる状況に直面し
た場合、まっとうな感覚を持ち続けることはむ
ずかしいだろう4。
ここにある考え方はこういうことだ。複合的
な生命指向を背後で支えているアーキテクチ
ャ、たとえば経済であったり、社会システムに
対してはまったく無関心である。これは「かわ
いい」の批難ではない。そうではなくて、無関
心から「かわいい」という美学意識が生まれて
いる。
よく話題になる「かわいい」は世界のどこで
も理解される普遍的なものなのか、それとも日
本や東、東南アジアに限定された価値なのか、
という議論、これはいまなら回答できる。もし、
きゃりーの、ヴァーチャルな面での生命的な「か
わいい」が、「かわいい」だとすれば、「かわいい」
は世界に広まりうる。一神教的で、邪悪なもの
を滅殺しようとする牧畜文化圏においても、血
や生命は急速にリアルなものではなくなってき
ているからだ。

きゃりーぱみゅぱみゅのファッション

もともと、きゃりーは読者モデル（読モ）と
して青文字系雑誌にデビューした。その意味で、
「男性に見られる」「男子にウケがよい」ファッ
ションではないものを指向していた。解放的で、
アイデア勝負。きゃりーが、色気やセクシーさ
を感じさせず、「かわいさ」で人気があるのは「萌
え」的なものではないということでもある。

4 戦争神経症やシェル・ショックを想起されたい。

彼女のファッションやアクセは、増田セバス
チャンの影響を多大に受けている。彼は演劇系
からアートに転身。現在は、きゃりー関連では
PVや衣装を担当。それ以外の活動も多い人だ。
彼の作成するものは、蛍光色を中心とした多色
多彩、ポップカルチャー的な影響、それから玩
具の使用だろう。
ここでは、きゃりー自身が服を選ぶ能力が際
立っていることを考え、彼女が映っているもの
を見てゆきたい。現実的にきゃりーと増田セバ
スチャンのどちらの発想か、区分けが困難だと
いうことがあるので困難な面もあるが、とくに
アルバムのジャケットやインナー写真を見てみ
よう。
さて、彼女のファッションの特徴は、いくつ
かある。まずモダンなものの対極にあるという
ことだ。
ツイギーのファッションから着るものに関心
を持ったというきゃりー。1960年代モダン。そ
れはあくまでもともとのベースであって、きゃ
りーは様々なモードを着こなす。それは、ロン
ドン・ファッション・ウイークでランウェイを
歩くモデルの着こなしともまったく異なる。
モダンの対極とはどういうことだろうか。お
よそ2つのことが挙げられよう。ひとつは、色
の横溢、多色遣い。もうひとつはコンテクスト・
エラー。この2つ。
多色遣いについては、動画サイトにある彼女
のPVを見れば一目瞭然ではある。とくにピン
ク色と傾向色の多用が特質されよう。
コンテクストエラーは、彼女のアルバムアー
トワークでとくによく見られる。コスプレ的な
ものではなく、ビールのCMガールのような服
装と背景をあえて撮影する。顔面をほとんど口
だけにする。一眼のかぶり物を身につけ、それ
が日常であるかのようにソファーに座る。ドラ
キュラの食後のような衣装を着る。スポーティ
ーな服装を身につける、といった類いのものが
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前後の脈略なく並ぶ。
ミュージシャンは、自分のイメージを、ある
一貫して矛盾がないキャラクターとして押し出
す。それがふつうだ。アイドル、ロック歌手、
テクノ系、DJ、R&B系の歌手、演歌歌手、そ
れぞれ衣装も一貫するし、また本人もそのこと
を強く意識してイメージを作成していると思わ
れる。男女ともアイドルはロック歌手のような
服装はしない。その点をきゃりーはアルバムア
ート上では壊している。この点は前述の複合的
な指向と関係があるのかもしれない。少なくと
も「自分の居場所はここです」というメッセー
ジを安定して発することはない。いつも自己が
変化し、パーソナリティーとして一貫していな
いことを指示していると言える。

EDMとの関係

中田ヤスタカの曲は、たしかにそこまで明確
に「耳の中世化」になっていないではないか、
という疑問は当然ありえる。きゃりーぱみゅぱ
みゅ、というポップス、あるはJ-Popという枠
の中では、聴きやすい音楽構成、曲の展開、音
色の選択を強いられる。その条件のなかですら
聴覚的で音楽的な変化が聴き取れるということ
だ。
実際に彼のグループ、CAPSULE（旧capsule）
のサウンドでは、リミッターをかけたより強い
音を多用している。またフェイザー、ディスト
ーション、フランジャーなどエフェクターを存
分に使い、音程もより滑らかに変化させている
のが確認できる。DJ仕様として、音楽のダイ
ナミックスを変化させ、強弱をつけ、踊りやす
くする。
この中田ヤスタカの曲の特徴は、EDM

（Electric Dance Music）と呼ばれるより広義の
ダンス音楽の中でより鮮明に表れる。EDMと
は、10年ほど前にアメリカで使われ始めたター

ムであり、それが2010年ごろから特定のダン
ス・ミュージックのジャンル名として使われる
ようになった。5th系の音を好み、アンセムと
呼ばれるテーマメロディーを奏でた後、ドラム
とベースのシンセサイザー的音色を駆使した音
楽、と言うのがまずは短い説明だろう。まさに
これこそが「耳の中世化」と呼ばれるべき音楽
だ。いままで何度も書いてきた特徴をほぼ完全
に備えている。
このジャンルでは、アヴィチー、Deadmau5、
デヴィッド・グエッタ、スティーヴ・アオキ、
カルヴィン・ハリス、ハウエルといった極めて
多くの若手が大量に輩出されている。世界各地
でEDM関連のフェスティヴァルが年々大規模
になり、動員人数も増えている。たとえば、ト
ゥモローランド（ベルギーが発祥）やUltra（マ
イアミ発祥）といった名のフェスティヴァルは
有名なブランドとして、世界の大都市で開催さ
れるようになってきている。なおEDMはiTunes

で「ダンス」というジャンルに分類されている
し、しばしばジャンル名を変えるグラミー賞
2014年では、ダンスとダンス/エレクトロニカ
という2つのジャンルが設定されていた。
こういうEDM的な音楽に対する馴れは、ヨ
ーロッパ、北アメリカ、ラテンアメリカではす
でに相当浸透しているので、そこできゃりー
のような音楽が出てきても、違和感どころか、
EDMの中での個性が強いヴォーカリストとい
う位置づけがされたと言える。それが日本人（あ
るいはアジア系）アーティストとして異例な速
度で認知され一定の人気を得た理由のひとつだ
ろう。
そしてこのようにブレイクアウトした原因と
しては、PVの効果的な使用ということもある。
いま、20-30代の西ヨーロッパやアメリカ東西
海岸部若年層は、ポケモンやソニック・ザ・ヘ
ッジホッグで遊び、日本のアニメを幼少から見
ていた層だ。彼らがゲームやアニメが「日本」
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で作られたことを強く意識しているかは千差万
別だろうが、しかし、視覚的にアニメ的で多色
使い、スケール感が乱される映像には抵抗感が
あるどころか、むしろ好みのものであろう。ま
た、アメリカではひょっとすると、サイケな
PVがドラッグカルチャーと理解された可能性
もある。
少し見渡してみると、EDMが発している文
化的なメッセージは、「世界を平和にしてゆこ
う」「ハッピーでいよう」というシンプルな思
想だ。それがEDMのフェスティヴァルの隆盛
につながっているのだ。それは1960年代のフラ
ワームーヴメントに似ている。しかし規模はは
るかに大きい。それが現在の若年層の一部に起
きている。

2014年のトゥモローランドの舞台装置は、
1960年代の延長上にあり、植物の模様、インド
を連想させるアイコン群にあふれていた。また
PEACEというメッセージも叫ばれていた。
きゃりーの場合、とくにそういう「思想」が
明確に語られたことはない。しかし中田ヤスタ
カは、「楽しければ、それでいいじゃないですか」
と要約できる原理で動いていると思われる。

文化政策としての「クール・ジャパン」

最後に、文化政策とクール・ジャパンに関し
て、簡潔に見ておこう。
日本政府の政策としてのクール・ジャパン。
戦略的サポートをうまく機能させると「日本」
のカルチャーが広がっていくだけのみならず、
自覚なく日本で作られた美意識がプラットフォ
ーム化するだろう。つまりパブリック・リレー
ション的なアプローチだ。経済産業省はもっと
裏に回ってゆくほうがうまくいく。
クール・ジャパンというネーミングは、き
ゃりーに関していえば、また、経済産業
省の支援を受けている増田セバスチャンの

「6%DokiDoki」についていえば、「クール」で
はなくkawaiiと呼ばれるべきものだ。coolは
cuteなどと並び、格好いいもの、鋭角的acuteで
先鋭的なものを指す。
日本の文化のモダンな側面をもった作品は、
たしかにクールかもしれない。しかしたいてい
のソフトとしての日本文化は、kawaiiという単
語のほうが相応しい。
もともとイギリス政府の肝いりで始まったク
ール・ブリタニカなら、イギリス（UK）には
kawaii的な作品が少ないので、ネーミング的に
は正確だろう。もちろんここまで日本国内でこ
の単語が広がるとクール・ジャパンを変えるわ
けにはいかない。別働隊として、カワイイ・ジ
ャパンを作るというのが現実的で効果もあるだ
ろう。

まとめ

ここまで早足で、「耳の中世化」と、きゃり
ーぱみゅぱみゅとの関係について、分析を加え
てきた。音に対する大きな変化を捉まえよう
という試みである。そしてこの「耳の中世化」、
要するに聴覚的な好みの変化が起きていること
と、きゃりーぱみゅぱみゅ、中田ヤスタカの音
楽の間にはクロスポイントがある。なぜ交点が
あるのかといえば、それは中田ヤスタカの音楽
が現代のEDMの諸前提を踏まえたものだから
だ。それゆえ、きゃりーぱみゅぱみゅの音楽が
海外でも、EDMが好きな世代やレイヤーにす
ぐ受容されたのだ。しかし、まだまだこの音の
好みや趣向、音楽への指向は変化するだろう。
EDMの研究はまだまだこれからであると言え
る。

【本稿は、2014年5月22日に行われた「グロ
ーバル交流論」（担当教員　芝崎厚士）でのゲ
スト講義をもとにしています。芝崎先生に感謝
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きゃりーぱみゅぱみゅと「耳の中世化」（田中）

します】
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