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論文要旨： 

本論文はカリブ海ドミニカ共和国発祥のポピュラー音楽であるバチャータの「越境」過程

について考察する。バチャータはかつて都市下層の人々と結びつき、主流社会の人々から

は「低俗」な音楽と見なされていた。本論文の目的は、バチャータの実践者が都市下層の

地域的・階層的境界を超えてポピュラー音楽の「場」における「文化的正統性」を獲得す

るまでの過程を、音楽生産・流通・消費などの視点から明らかにすることである。 

 ドミニカ共和国における社会階層の形成の特徴は、政治や資本へのアクセスを持ってい

たごく少数の商業ブルジョアジーあるいは政治エリートと、自給自足の生活をしていた大

多数の自作農との間の経済的・社会的地位の圧倒的な格差であった。また教育や社会参加

など農民の社会上昇の機会がほとんどなかったことである。一方、ドミニカ共和国の首都、

サントドミンゴは１９５０年代以降、農業から工業への産業構造の変化もあいまって、急

激な都市部への人口集中がみられた。農村から都市への移民は、多くがバリオとよばれる

都市の貧困居住区に移り住んだ。これらの居住地は住民が地権者の許可を得ずに不法に占

拠した土地であることが多く、住居の強制撤去などが行われた。これらの都市下層民に対

し、都市のエリートは、都市文明社会を乱すものとして「侮蔑」のまなざしをなげかけた。

一方、都市下層民が増大し、主流社会が無視できない規模となると、主流社会はこれらの

人々を、既存の社会秩序の中へ統合しようとした。また都市下層民も、有利な土地所有の

権利や社会インフラの整備などをもとめて行政当局と交渉するようになった。このように、

大衆居住区であるバリオと主流社会との間には、絶え間ない交渉関係が存在するのである。 

バチャータとは、元来庶民階層の人々が催した音楽の「宴」のことを指す言葉であった。

このような音楽の宴の場には音楽と踊りが不可欠であった。都市への新興移民は音楽など

の文化実践を通じて、バリオとしての共同体意識を醸成したのである。１９６０年の初め

ごろ、バリオの住民はキューバを始めとするラテンアメリカの様々な音楽をラジオを通じ

て聴き、ギターを使ってその演奏を模倣していた。１９７０年代に入りこのギター音楽に

バチャータという呼称が使われ始めるようになる。バチャータの音楽の特徴は、バリオの

言葉を使い、感情も露わに歌い上げるその演奏スタイルにある。バチャータという言葉は、

元来庶民階層の人々が催す音楽の宴を指しており、下層の人々への侮蔑的視点が内包され

ていた。このため、当時はバチャータ弾きと呼ばれることを嫌うバチャータミュージシャ

ンが出現した。また「低俗」なイメージから、バチャータは主要な放送メディアや音楽産

業から排除されていたのである。 

１９８０年代前半には、都市下層の人口増加や、ドミニカの農村出身で米国へ出稼ぎし

た者による本国への送金による音楽消費の拡大など、バチャータの音楽市場が拡大する社

会的条件が整い、「アマルゲ」（バチャータの別名）ブームが生まれた。一方、音楽実践者

たちも、性的関係を暗喩させるダブル・ミーニングの手法を多用した「猥褻」なバチャー

タを多く作り、主流社会から「下品」として批判を浴びた。またメレンゲなど他ジャンル

をよく演奏していたアーティストがバチャータを演奏するようになった。また、地域のお
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祭りや家庭でのパーティなどの場にバチャータミュージシャンを呼んで演奏させるなど、

バチャータの演奏の場が広がった。このようにバチャータの音楽生産・流通・消費におけ

る変化があいまって、主流社会の人々はバチャータへ「侮蔑的」な視線を浴びせたにしろ、

注目するようになったのである。すなわちこの時期、バチャータ歌いは「場」への新たな

参与者として、注目を浴びたのである。 

 １９６０年代末から１９７０年代の前半にかけて、ヌエバ・カンシオンと呼ばれる社会

政治体制に対して音楽活動を通じて異議申し立てを行う社会運動がラテンアメリカ全体に

広がった。ドミニカ共和国においても、それまで民俗学者や知識人により無視されてきた、

農村や都市下層で実践されていた音楽実践を評価する運動を始めるミュージシャンが現れ

た。しかし当時このヌエバ・カンシオン運動の中でバチャータをドミニカ民俗の活動資源

として取り上げたグループはいなかった。 

１９８０年代後半には、ヌエバ・カンシオン運動を通じてバチャータを知り、自らの音

楽活動に積極的に取り入れたミュージシャンがバチャータ風の曲を演奏し、ヒット曲を出

した。しかし彼らのバチャータは、従来のバチャータの音楽スタイルと大きく異なってい

た。歌詞のテーマは世俗的なものから社会問題などに変わり、演奏に使用される楽器もシ

ンセサイザーなどが多用された。これらのヌエバ・カンシオンの歌手たちは「客体化され

た」バチャータを歌うことで、それまでバチャータを好んで聴かなかった都市の中間層に

バチャータの名を広める役割を果たした。この流れを決定的にしたのが、１９９１年に『バ

チャータ・ロサ』というアルバムで米国のグラミー賞を受賞したファン・ルイス・ゲーラ

というミュージシャンである。このアルバムは米国を含むラテンアメリカ全域で大ヒット

し、ゲーラはバチャータの名を広めた。またドミニカ国内においても、ゲーラの音楽は詩

的で品位ある作品として中間層の評価を受けた。しかし、従来の音楽スタイルを固持する

バチャータ歌手からは、これらヌエバ・カンシオンの歌手たちが歌うバチャータは「本物

の」バチャータではないという批判も寄せられた。 

ところが、興味深いことに、この新たなバチャータの誕生と時期を前後して、従来のバ

チャータの音楽スタイルであった、「都市下層の流儀」を正面に出したバチャータの流れを

汲む、新感覚のバチャータ歌手、アントニー・サントスが誕生し、大ヒット曲を生んだ。

曲のテンポも速くなり、よりリズミカルになったこれらのバチャータは、従来バチャータ

が放送されることがなかった主要な放送メディアを通じても流通するようになってきた。

また歌詞のテーマも従来の「酒」「女」などの世俗的な内容から、愛を歌いながらも、自分

の元を離れていく女性への思いやりにも配した歌詞などに代表されるように、女性からも

共感を得るような内容に変わっていったのである。このサントスの曲をきっかけに、それ

までバチャータを嫌悪してきた都市の中間層にもバチャータは受け入れられるようになる

のである。 

ではこの新感覚のバチャータが広く中間層に受け入れられるようになった背景を考察す

る。ドミニカ共和国の「国民音楽」とされるメレンゲという音楽ジャンルが海外でヒット
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し、ミュージシャンや聴衆が、海外の音楽市場とのつながりを意識するようになったこと

である。メレンゲは２０世紀の半ばまでには、独裁政権とよばれるトルヒーヨ大統領によ

り、ドミニカの舞踊音楽として、国民各層に浸透した音楽となった。そのメレンゲが１９

８０年代後半にはアメリカ大陸全土を席巻するようになった。このメレンゲの海外での商

業的成功により、ドミニカ国内の演奏家や聴衆は、自らの音楽に関する「国外からの目」

を意識するようになったのである。そのような中、ゲーラのアルバムがグラミー賞を受賞

したことで、バチャータに関する中間層の人々の意識が変わったと考えられるのである。 

バチャータの音楽の特徴は、下層階層の生活実践を反映した歌詞と、ギターのレキント

などに示される音色の独特さにある。これらの音楽的特徴は、主流社会の人々にとって、

都市下層のハビトゥスを反映したものとして、嫌悪の対象とされてきた。しかし、これら

の特徴は、バチャータが「越境」していく過程において、他者にとって模倣することが困

難な、強烈な文化卓越の要素として作用することにもなった。 

ブルデューによれば、趣味や嗜好といった文化的営為は特定の「場」の中で、ある基準

により序列化し評価づけされるとした。この序列付けのことを「文化的正統性」と定義す

る。「文化的正統性」は特定の社会空間における価値体系であり、それは長い歴史的プロセ

スを通じて構築されたものである。 

バチャータが広く中間層に受け入れられたのは、文化エリートが主流社会の「文化的正

統性」に対抗する「負」の「文化的正統性」に着目したことで、主流社会がこの「負」の

「文化的正統性」を受け入れるようになったからである。 

一方、１９９０年代には、ドミニカ共和国の政治体制が大きく変化し、都市下層民の社

会参加の機会も増え、主流社会と発言・交渉する機会も増えたのである。それはたとえば、

バリオを撤去する都市計画に対する住民運動の成功に現れている。バチャータの「越境」

は、ドミニカ社会の変化をも示しているのである。 
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Kengo IWANAGA 

Título: La música popular de la República Dominicana - bachata - la música 

que ha cruzado los límites sociales y geográficos 

 

Resumen:   

 El motivo de esta tesis es observar el proceso de cómo la música 

llamada bachata, nacida en barrios populares, ha cruzado los límites sociales 

y geográficos. La gente dominante consideró la bachata como una música 

“vulgar” relacionada con la clase baja. La tesis se trata de revelar, desde el 

punto de producción, distribución y consumo de la música, cómo los 

bachateros han obtenido la propia “cultura legítima” dentro del “campo” de 

música popular, cruzando los límites sociales y regionales. 

   La formación de estrato social en la República Dominicana se 

caracteriza por la enorme diferencia entre poca burguesía económica o la 

élite económica y el gran número de agricultores propietarios. A los 

agricultores les quitaron las oportunidades de ascenso social como educación 

y participación social. La capital de la República Dominicana, Santo 

Domingo, fue testigo de la rápida concentración de la población desde 1950, 

por razón de la transformación industrial desde agricultura a industria. Los 

emigrantes del campo a la ciudad vivieron en los barrios populares de la 

ciudad. Como la mayoría de los terrenos estaban ocupados ilegalmente sin 

tener el permiso de sus dueños, la autoridad quitó las viviendas a la fuerza. 

La élite urbana echaba la mirada de “desprecio” hacia la clase baja urbana 

por desordenar la sociedad civil urbana. Cuando la clase baja urbana creció 

hasta la sociedad dominante no pudo ignorar, trató de integrar la gente de la 

clase baja al orden social existente. En cambio, la clase baja urbana intentó 

negociar con la autoridad por conseguir mejores condiciones de propiedad y 

arreglar infraestructura social. De esta manera, hubo una relación 

continuamente entre la gente de barrio y la sociedad dominante.  

 La palabra bachata originalmente significa una fiesta celebrada por 

la clase popular. La música y el baile eran indispensables en una “bachata”. 

La nueva clase social de emigrantes surgida en la ciudad creó la conciencia 

comunitaria de barrios a través de la música.  Al principio de los 1960, los 

habitantes de barrios escuchaban varios tipos de música latinoamericana, 

principalmente de Cuba a través de radiodifusión, e imitaron su 

interpretación tocando la guitarra.  En la década de los 70, este tipo de 
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música con guitarra se empezó a llamar bachata. La característica de 

bachata reside en una forma de interpretación utilizando las palabras de 

barrios con el sentimiento abierto. La palabra bachata originalmente 

significa la fiesta de la clase popular, que implica desprecio. Algunos músicos 

no querían que les llamaran bachateros en aquella época. La bachata fue 

excluida por la principal media de comunicación e industria musical. 

 En la primera mitad de los 80, surgió el auge del “amargue” 

(amargue es el otro nombre de la bachata); las condiciones sociales para la 

difusión de la bachata en el mercado musical se arreglaron tanto el 

crecimiento de la población en los barrios populares como el aumento del 

consumo musical gracias a remesas de los emigrantes desde campos 

dominicanos a EE.UU.  Los bachateros creían las canciones “obscenas” 

utilizando palabras con doble sentido, por lo que la sociedad dominante las 

criticó como “vulgar”. Los merengueros (músicos que tocan la música 

merengue) empezaron a tocar bachata; la gente llamó bachateros a la fiesta 

local o de casa para que le tocaran la bachata; estas actividades 

contribuyeron la expansión de la bachata. La sociedad dominante empezó a 

prestar atención a la bachata pero con mirada de “desdén”. La bachata se 

prestó la atención como nuevo género en el sector de música popular.  

 Desde finales de los 60 hasta la primera mitad de los 70, el 

movimiento social llamada Nueva Canción se extendió por toda 

Latinoamérica, cuya actividad principal era la oposición y la protesta contra 

la sociedad y política a través de actividad musical. En la República 

Dominicana, aparecieron músicos que empezaron a valorar la práctica 

musical en los campos y en los barrios urbanos que había ignorado por 

folkloristas e intelectuales hasta aquel tiempo. Pero no hubo ningún grupo 

de Nueva Canción que adoptara bachata como un recurso cultural de la 

República Dominicana.  

 Pero en la segunda mitad de los años 80, aparecieron algunos 

músicos que había conocido bachata a través de movimiento Nueva Canción 

y empezaron a utilizar los elementos musicales de la bachata en sus 

actividades musicales. Pero el estilo de estas canciones era diferente de lo de 

la bachata tradicional. El tema de las canciones se cambió de algo “vulgar” en 

los problemas sociales; los músicos introdujeron los instrumentos nuevos 

como el sintetizador. Las cantantes de la generación de Nueva Canción 

“objetivaron” la bachata a fin de popularizar el nombre de bachata en la clase 
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media, que no la había preferido. El artista que determinó ese movimiento es 

Juan Luis Guerra, un músico que ganó el premio Grammy con el álbum 

“Bachata Rosa” en 1991. Este álbum consiguió un gran éxito en el continente 

americano y Juan Luis Guerra hizo conocer todo el mundo el nombre de 

bachata. En su país, las obras de Guerra recibieron la apreciación favorable 

como poética y decoro por la clase media. Sin embargo, algunos bachateros 

tradicionales criticaron que las obras de Guerra no eran bachata “autentica”.   

 Paralelamente al nacimiento de nueva bachata, apareció el nuevo 

estilo de bachateros del corriente tradicional exhibiendo “la estética de 

barrios”, y consiguieron los éxitos los artistas como de Antony Santos. Las 

canciones tienen ritmo más acelerado. Bachata se empezó emitir en las 

emisoras principales, donde anteriormente no solían poner este género. Los 

típicos temas de las canciones, “alcohol” y “mujeres”, cambiaron por el tema 

que incluso las mujeres sentía simpatía - el amor lleno de respeto para la 

mujer que deja a un hombre, por ejemplo.  Con esta canción, la clase media 

urbana empezó a aceptar la bachata aunque antes le detestaba.  

  El fondo de esta aceptación de la música bachata entre la clase media 

es como siguiente: los músicos y los oyentes empezaron a darse cuenta de la 

relación con el mercado musical extranjero a través de los éxitos de la música 

merengue, que considera la “música nacional” de la Republica Dominicana. 

Merengue se convirtió como una música de danza nacional a mediados del 

siglo XX por el presidente dictador Rafael Trujillo. En la segunda mitad de 

los 80, merengue triunfó en todo el continente americano. Gracias a éxito, los 

músicos y oyentes dominicanos empezaron a tener conciencia a su propia 

música del país desde el extranjero. Mientras tanto, la conciencia musical de 

la clase media cambió cuando el álbum de Guerra ganó el premio Grammy.  

 La bachata se destaca en la letra que refleja la vida diaria de la clase 

popular y el sonido propio de la guitarra como “requinto”. Estas 

características musicales reflejaron el habitus de la clase popular urbana, 

por lo que la gente de sociedad dominante lo odiaba. Sin embargo, durante el 

proceso de cambio de status de la bachata, estas características sirvieron 

como un elemento fuerte de la distinción cultural, que nadie pudo imitarla.  

     Según Bourdieu, en un campo particular, las actividades culturales 

como gusto tienen el orden y se evalúa según el orden del “campo”. El orden 

se llama la “cultura legítima”.  

  La sociedad dominante empezó a aceptar la “cultura legítima 
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negativa” – una idea contra la “cultura legítima” de la sociedad dominante – 

y eso es la razón que la clase media aceptó la bachata. 

 En la década de 1990, el régimen dominicano se vio un cambio 

significante, que provocó la ampliación de la participación social de la gente 

popular urbano; ellos tenían más oportunidades de hablar y negociar con la 

sociedad dominante; el triunfo del movimiento habitante contra la 

planificación urbanística para retirar barrios, por ejemplo. El cambio de 

status de la bachata representa el cambio de la sociedad dominicana 

también.  
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序論 

当論文執筆のきっかけ 

 バチャータという音楽を始めて聴いたのは、1996 年に観光旅行で始めて訪れたドミニカ

共和国の首都であるサントドミンゴのあるクラブであった。当時筆者はバチャータについ

て知識もなく、田舎の人がよく聞いている音楽ぐらいしか情報がなかった。ところが驚く

べきことに、近年日本でバチャータを耳にする機会が増えてきた。東京には、バチャータ

の踊りを習うことができるダンス教室も存在する。バチャータはどのような背景をもつ音

楽なのか、きっかけはそのような素朴な疑問であった。 

 当研究を始めるにあたっての直接のきっかけは、石橋のエッセイに着想を得ている。こ

のエッセイは、ドミニカ共和国のバチャータとコロンビアのバジェナートを事例とし、そ

れぞれ自国のグローバルなアーティストが｢底辺の民衆｣や「特定の地域」と強烈に結びつ

いた音楽を、自らの音楽実践にたくみに取り込むことで、社会に存在した内なる壁を越え

一気に国境までも越えたという現象を描いたものである[石橋 2002b: 190- 202]。紙面が限

られたエッセイゆえに厳密な学問的検証は必ずしもこのエッセイではなされていない。バ

チャータを素材に社会学的・文化人類学的論考を加えたまとまりのある研究を執筆したい。

これが本論文執筆の主要な動機のひとつとなった。 

 またこのように「境界を超えた」音楽についての研究発表を行ったオーストラリアの研

究者フィリップ・ヘイワードの研究にも影響をうけた。ヘイワードはオーストラリアのカ

ントリー・ミュージックに関して、それまで「ダギー」daggy（オーストラリアの英語で「か

っこ悪い」の意）な究極とされた音楽が、近年の若いアーティストの登場により、都市に

住む若者からも支持を受けている事例を発表している [石橋 2003]。 

このように、「低俗」とされた音楽ジャンルが、地域的社会的「境界」を越え広く流通し

ていくという現象は、1990 年代に入りいくつものポピュラー音楽のジャンルでみられる。

たとえば、ブラジルのフォホーは、主流社会からはこれまで「貧しい者の音楽」または「低

俗なもの」とみなされていたが、1990 年代後半から 2000 年始めにかけ、伝統的フォホー

に依拠した形で新たな音楽スタイルが創出され、ブラジル全土で流行した [草島 2004]。ま

たこの「越境」現象はラテンアメリカだけではなく、インドネシアのダンス音楽であるダ

ンドゥッドにもみられる [田子内 2000]。 

  このように「越境」するポピュラー音楽が世界各地でみられるようになった。これらの

現象を通低するものはなんなのか。この疑問も当研究をはじめる一つの動機となった。 

今日、バチャータはラテンアメリカの音楽ジャンルの一つとして定着しつつある。たと

えば、ラテングラミー賞における音楽ジャンルのカテゴリーの一つとしてバチャータの導

入が検討されているなど、北米の音楽業界からもバチャータは確立された音楽ジャンルと

して認知されている。しかしこれまでカリブ海やドミニカ共和国の音楽について書かれた

文献の中でバチャータについて触れているのはごくわずかである。たとえば世界各国の音

楽を網羅した音楽辞典の中で、ドミニカ共和国の音楽について書かれた数ページにわたる
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一節の中で、バチャータに関しては見出しすら付けられていない [Davis 1998: 845-863]。

このような背景も、研究を始める動機となった。 

 

問題の所存ならびに研究方法 

 フランスの社会学者ピエール・ブルデューはその著書『芸術の規則』において、「場」の

概念を導入した。「場」とは様々な社会的位置の間の「客観的な諸関係が織り成す網の目」

[ブルデュー 1995b: 88]のことである。ブルデューは文学「場」の例を挙げ、作家、批評家、

編集者などある共通項によりくくられている集団を「場」の参与者として想定している。

ところでこの「場」という概念は、単に人だけではなく、作品、雑誌や出版社などの組織

なども含む相対的に自律した空間である。このような文化生産の「場」において、「場」の

参与者はいかに他人と差異化するか、つまりいかに自分を当該「場」の中に優位に位置づ

けるかを求めて争うことになる。この「場」における評価基準を「文化的正統性」と呼ぶ。 

ブルデューはまた、著書『ディスタンクシオン』の中で、趣味のような個人の嗜好と一

見考えられる慣習行動でさえも、個人の属する階級、もしくは集団に特有の評価図式の体

系によって解釈され、それは一方、他の階級・集団に対する卓越化の要素とされるとして

いる。 

 ここで南田がロックの「場」をめぐる分析に導入した、「文化的正統性」の考え方につい

て触れる。南田は、社会空間での音楽芸術に関する「場」の力学に関して、ロック「場」

における「負」の「文化的正統性」という考え方を導入した。これはクラシック音楽など

の高級音楽芸術の「場」の「正」の「文化的正統性」に相反するものとされる。 [南田 2001: 

58-61]。すなわち、南田によれば、ロック「場」の「文化的正統性」は「下方向の卓越化」

であり、高級音楽芸術の「場」における「文化的正統性」から離れれば離れるほどロック

「場」としての「負」の「文化的正統性」を獲得するとしている1)。 

 南田の論考は、音楽「場」における「負」の「文化的正統性」について言及している点

で注目に値する。当論文でも、このドミニカ共和国における音楽の「場」の「文化的正統

性」の変化に着目して論を進めていくこととする。 

 もう一つの視点は本論文の題目ともなっている「越境」である。本論文では、社会的に

構築されたある境界を超えることと定義する。 

 ラテンアメリカの社会は、植民地期以降、少数の支配者層が大多数の被支配層を統治す

る形が長く続いており、経済的格差も大きい。地域差はあるとはいえ、数的には総人口の

10%にも満たないごく一部の人間が、国民総所得の 70%から 90%を占めている。 [三田 

1992: 278]この社会構造の発端は、植民地時代にこの地域が民族や人種の違いによる階層社

会であったことにも起因している。植民地行政は、階層制を基にして成り立っていた社会

であり、その残存は、現在も階層間や地域社会間（特に都市と農村）における格差として

形をのこしているのである。 

 しかしこれらの格差を乗り越えようとする都市下層民の運動も存在する。それは土地占



3 

拠による土地利用の合法化など、支配者層との交渉を通じてである。また支配者層にとっ

ては下層民に対する侮蔑・排除のまなざしから、都市への人口集中や農村の「近代化」が

進むにつれ、いかにこれらの下層民を国民国家へ統合していくかが各国における政治課題

となった。 

 したがって、本論文で論じるドミニカ共和国のポピュラー音楽の「越境」過程を「境界」

概念を用いて論じることは、主流社会の人々と農村・および都市下層民との絶え間ない交

渉について考察するということにもつながるのである。以上から「境界」を用いた分析概

念は有効であると考える。 

本論文では、主にブルデューの社会学、特に芸術「場」の概念に主に依拠しながらも、

カルチュラル・スタディーズや文化人類学的手法も随時取り入れることとする。なお、本

文中の写真はすべて筆者撮影によるものである。 
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Ⅰ ドミニカ共和国における社会階層と都市の形成 

 

 本章では、ドミニカ共和国発祥のバチャータというポピュラー音楽が誕生するまでの背

景を主に歴史・社会史的観点から論じる。バチャータは 1960 年代初頭に首都サントドミン

ゴの下層の人々が多く居住する大衆居住区において生まれた音楽である。バチャータはそ

の誕生の背景から主流社会からは「低俗」な音楽として侮蔑の対象となってきた。それは

この音楽が生み出された階層的地域的な背景と深く関係している。この階層的地域的「境

界」が近代以降のドミニカ社会においてどのように形成されたかを時代を追って考察して

いく。 

 

1  19 世紀後半以降の社会階層の形成過程 

 本節では、ドミニカ共和国における 19 世紀後半以降の社会階層の形成過程を、主に産業

の近代化の視点より概観する2)。この時期を 1）外国資本により大規模サトウキビプランテ

ーションが開発された時期（19 世紀後半）2）米国による占領期（1916－1924）、3）独裁

政権といわれるトルヒーヨ大統領による統治期（1930－1961）に分けると、ドミニカ産業

の近代化は 1）に本格的に始まり、2）により発展し、3）により完成したといえる。 

 これらの時代に一貫していえることは、ごく少数の商業ブルジョアジーあるいは政治エ

リートと、自給自足の生活をしていた大多数の自作農との間の経済的・社会的地位の圧倒

的な格差であった。また、教育機会、社会参加の機会など、農民の社会上昇の機会がほと

んどなかったことである。このような固定的な階層的境界はドミニカ共和国が急速な経済

発展を遂げる 19 世紀後半に顕在化してきた。本稿ではその時代に焦点をあて、主に産業発

展の過程を追いながら階層的境界の形成について概観する。 

   

1) 大規模サトウキビプランテーションの開発時期（19 世紀後半） 

 ドミニカ共和国における砂糖生産は 16 世紀の植民地当時までさかのぼるが、そのほとん

どは手工業的であり、技術力も低く、生産高でみればその後 19 世紀後半まで輸出するほど

の産業規模を確立することはなかった3)。当時の植民地行政府の関心は植民都市の建設後、

すぐに金や銀などの鉱物資源が多く発見されたメキシコや南米に移っており、エスパニョ

ーラ島4)はスペインによる植民地行政上、あまり省みられることがなかった。また独立後に

おいても人口が少なく5)、交通手段が未発達だったことも国内市場形成を妨げる要因のひと

つであった。この植民地期の主な経済活動は牧畜であり、アテーロ hatero と呼ばれる小農

場主の中にはその経済力を背景に地域を統治するカウディージョと呼ばれるものもいた。

当時カウディージョは私兵による軍事力を背景として、経済的、社会的エリート集団を構

成していたのである [Betances 1983: 63-64]。当時の社会階層はごく少数の支配者層と大多

数を占める自作農に二極化していた。ところが、19 世紀後半には、大規模なサトウキビプ
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ランテーションが次々と作られ、砂糖あるいはその関連産品はドミニカの主要輸出産品と

なった6)。 

   

 

図１：エスパニョーラ島とドミニカ共和国の位置 

出典：[小池他 1999: 9]をもとに筆者作成  

 

このサトウキビプランテーション興隆の要因としては２点あげられる。１つには、キュー

バ人による大規模プランテーション農業の生産手法の導入である。19 世紀後半、キューバ

では大規模なサトウキビプランテーション生産が行われ、世界屈指の砂糖の輸出国であっ

た。1868年、キューバで10年戦争が勃発すると主にキューバ東部へ住んでいた人々が3,000

人程度ドミニカ共和国へ移住してきた [Betances 1995a: 25]。彼らは資本と大規模プラン

テーション農業の生産手法、すなわち生産と加工の分業体制を導入した。当時ドミニカ共

和国では家内工業的な製糖生産が大部分を占めていたが、新たな入植者は製糖所を建設し、

契約農家からサトウキビを受け取りそこで加工して輸出する体制を整えた。 

  もう１つ砂糖生産に大きな影響を与えたのは、アメリカ合衆国を中心とした海外資本に

よる大規模なサトウキビプランテーションの建設など海外資本の急激な流入である。当時

はキューバにおける生産力低下やヨーロッパにおけるビート生産の落ち込みなど砂糖需要

が拡大していた [Betances 1995a: 25]。そこで海外資本が目をつけたのはキューバと近く、

気候的にもサトウキビ生産に適しているドミニカ共和国であった。1890 年に国際市場にお

いて砂糖の価格が急落してからは、製糖所の集中化が促進され、アメリカ合衆国による砂

エスパニョーラ島 
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糖産業の独占化が進行することになった。 

 従来牧畜が行われていた土地に新たにサトウキビ農園が建設され、プランテーションに

転換されることで、それまで自給自足の生活を送っていた農民は、その多くがプランテー

ション工場で賃金労働を行う労働者となった。また新たに敷設された鉄道による人の移動

もあいまって、島中央部の都市シバオや北部の海岸沿いには商業都市が形成され[Betances 

1983: 65-66]商人が居住するようになった。また商業の発展により農園主の中にはブルジョ

アジーとなるものも現れた [Betances 1995a: 26] 。 

 

2) 米国による占領期（1916－1924） 

 1916 年、アメリカ合衆国はクーデターの恐れがあるとしてドミニカ共和国へ侵攻し[増田

1999: 286]、1924 年まで占領した。この占領前からアメリカ合衆国は対政府借款を通じて

ドミニカ政府への影響力を強め、両国間の条約（Dominican-American Convention）によ

って、ドミニカ共和国はアメリカ合衆国政府の同意なく負債を増やすことを禁じられた。

アメリカ合衆国はドミニカ共和国の税関の全権を 1907 年には掌握するなど、プエルトリコ

やキューバに続き、ドミニカ共和国に対する経済的政治的な干渉の度合いを強めていった。 

  この米国による占領下、カウディージョの組織は解体され、代わりに軍隊が組織された。

また土地登記法に基づきすべての土地の登記が必要とされ、結果的に国内の農園主が保有

していた多くの農地が海外資本、特にアメリカ合衆国の大企業の手にわたることとなった。 

[Betances 1983: 68-70]  

 1924 年、アメリカ合衆国の海軍が引き上げ占領は終了した。多くの食品の輸入は無税か

わずかな関税しかかけられていなかったため、以前は食料輸出国であったドミニカ共和国

は食料輸入国へ転換した。この政策は国内の産業発展の阻害要因となり、地場産業の淘汰

が進んだ。この輸入品の低価格の恩恵を最も受けたのは、都市に住む新興中間層であった。

この中間層は主にタバコ、カカオやコーヒーなどドミニカ共和国の農産品を輸入する海外

の企業と都市の商人集団との間を商業活動を通じて仲介する役割を果たした。一方これら

の新勢力に対抗する旧来の大土地所有者や農園の農場主などは旧来の政治勢力との関係を

保ち続けた。 

 

3 )トルヒーヨ政権期（1930－1961） 

 アメリカ合衆国の軍事訓練を受けたラファエル・トルヒーヨは、1929 年の国際恐慌によ

る経済的混乱に乗じて次第にドミニカ国軍の中で地位を高め、1930 年に大統領に就任した。

1940 年には税関をドミニカ人の手に取り戻すことに成功し、その後ドミニカ経済は成長し

た。一方このトルヒーヨ政権時代は軍事エリートが出現した時期である。トルヒーヨは牛

乳や塩などの日用品の生産と流通を独占する専売公社を設立し、それらの会社をトルヒー

ヨ一族によって運営させるなど、ドミニカ経済の独占化を図った。よって従来から経済活

動を行っていた伝統的な商業富裕層の経済活動は制限された。 
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 1940 年代終わりから 1950 年代にかけては政策により輸入代替工業化が進み、給与所得

を持つ中間層が増加したが人口全体からみればわずかな数であった。技術職や専門職に従

事していると答えた人の数は 1950 年からの 10 年間で約 2 倍（12,168 人から 23,190 人）

の伸びを示した。1920 年の国政調査の統計によると当時のドミニカ人口 894,665 人のうち、

都市部に住んでいた人口はわずか 146,652 人にすぎなかった[Betances 1995b: 107]。一方

農業は大土地所有者による寡占が進み、1950 年の統計では土地所有者の 1.9％がドミニカ

全土の農地の約 53.3％を保有していた[Betances 1995b: 108]。したがって大土地所有者と

家族経営の小規模自作農との間には非常に大きな経済格差が存在した7)。 

 

2 地域的境界の形成－サントドミンゴにおける都市形成 

 前節ではドミニカ共和国の社会階層の形成を産業の近代化の観点から考察した。本節で

は、首都サントドミンゴの都市形成、特にバリオの形成過程に焦点を当て地域的境界の形

成過程を考察する8)。 

 

1) サントドミンゴの都市形成 

  ドミニカ共和国の首都であるサントドミンゴは新大陸最古の植民都市であり、1844 年に

ハイチ共和国からの独立を果たして以来首都がおかれている。前述したように 19世紀後半、

商業の中心は島中央部から北部の地域であった。1871 年のサントドミンゴの人口はわずか

6,000 人であり「海からの眺めはまるでひとつの集落であった」との記録が残っている

[Hoetink 1982: 43][Santana 2004: 43]。当時のドミニカ全土の人口は 150,000 人であった

ことからも、サントドミンゴは首都に似つかわしくない小規模の町であったことが窺える。

しかし商業の発展もあり、1898 年には人口 20,000 人まで増加したが、1930 年までは街の

中心であるソナ･コロニアル地区の周辺にいくつかの居住区が生まれたにすぎなかった。

1930 年、ラファエル・トルヒーヨが大統領に就任する直前の 9 月に大きな台風がサントド

ミンゴ市内を襲い、市全体に壊滅的な被害を及ぼした。特に木材や泥で建てられた貧しい

人々が多く住むソナ・ノルテにおいて被害は大きかった[Chantada 1996: 73] [Santana 

2004: 22-29] 。この記述からこの頃までには貧困居住区であるバリオが形成されていたと

考えられる。 

 1940 年から 1950 年にかけては都市計画に基づく公共工事が多く行われ、交通網や波止

場、空港など社会資本の整備が進んだ。またギリシア・ロマン様式の国立劇場などもこの

時期に建設され、政府による最初の住居プロジェクトも開始された。1953 年、トルヒーヨ

は移民を許可制とし、政府の許可がない限り農村部から都市部への移住を抑制する政策を

とった[Chantada 1996: 77]。しかしこの政策による移民抑制の効果は限定的であった。 
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図２：ドミニカ共和国全図 

出典：[Ferguson 1992: x]をもとに筆者編集 

 

2) 都市エリートから都市下層民へのまなざし 

 1950 年代から 1960 年代にかけてサントドミンゴでは急激な都市人口9)の増加がみられ

た。都市人口増加率は年平均 5.5％、特に 1960 年代から 1970 年代にかけては年平均 6.4％

というラテンアメリカで最も高い増加率を記録した。首都への人口集中を示す首位性指標

は、1950 年：39.2％、1960 年：45.6％、1970 年：47.1％であり、人口移動が首都サント

ドミンゴへの一極集中であったことが窺える[幡谷 1995: 257-258, 264]。移民の動機として

は都市部における工業化の進展にともなって創出された職をもとめてであったが、実際は

定職につけないものも多く、農業生産が落ち込んだことで食料不足なども生じ、都市部に

居住する新興移民の生活は非常に苦しいものであった。 

 1960 年代の初頭までには、サントドミンゴはドミニカ史上初めての大規模な都市となり、

都市出身の政治／商業エリートと農村出身の新興移民がひとつの都市の中で、住む地区は

違え、接近して居住するようになったのである。 

 農村部から都市へ移り住んだ新興移民は、社会的・経済的・法的に周縁的な地位におか

れた。そしてそれらの新興移民と都市のエリートとの間では様々な衝突が繰り返され、都

市エリートから都市下層民への「侮蔑」のまなざしが形成されていった。 

サントドミンゴ 
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 このような「侮蔑」のまなざしが形成される背景となった都市化は、時期の前後はある

が、ラテンアメリカのほとんどの国で進行した現象である。したがってこのようなエリー

トから都市下層民への「侮蔑」のまなざしもラテンアメリカ各国で形成された。ここで都

市化がラテンアメリカで比較的早く進み、まとまった研究成果のあるチリの事例を考察す

る。高橋は、19 世紀後半以降、チリの首都サンティアゴにおいて、都市に住む知識人や政

治家などの都市エリートが、増大する下層民に脅威を感じ、都市計画の策定などを通じて

いかに下層民を排除したか、また都市下層民が賃金労働者として労働運動へ取り込まれて

いく中で、今度は彼らをいかに社会秩序の中へ統合していくかが課題になったとしている。 

[高橋 1999] 

以下高橋の事例から引用する。1872 年、当時のサンティアゴ州知事は都市計画を発表す

るが、その都市改造計画には「危険な階級」としての都市下層民の存在が強烈に意識され

ていた。すなわち、州知事によれば、当時のサンティアゴは、市の正式な構成員たる「市

民」が居住、生活、活動する「本来の都市部」と、その外側に広がる、都市下層民が住む

地区に二分された。都市下層民が住む「市外区」には、住宅である粗末な掘立小屋と、彼

らがたむろする安酒場が密集し、そこは「野蛮のシンボル」でもあり、「悪徳」の巣でもあ

った。知事の策定した都市計画では、このように危険で野蛮な「市外区」を文明的な「本

来の都市部」から切り離し「本来の都市部」の安全をいかに確保していくかが関心事とな

ったのである。またこれらのまなざしは、「市外区」に住む非熟練労働者である「ペオン」

と呼ばれる人々にも向けられた。都市の正式な構成員とされた職人と異なり、農村からや

ってきたペオンは「都市文明社会」を「野蛮化」しているとして「侮蔑」の対象となった

のである。増大する都市下層民、ペオンは社会の存続を危機に陥れる存在として、社会問

題化されたのである。 

  20 世紀に入ると、チリでは硝石産業を主とする工業・輸送産業の拡大などによる産業構

造の多角化に伴い、賃金労働者が増大した。ここに至って、労働組合が組織され賃金労働

者の間には賃上げや労働条件改善をもとめストライキを行うなど新たな社会紛争の火種が

みられるようになる。ここにいたって、支配者層は、これまでの都市下層民を排除する姿

勢から、これらの賃金労働者をいかに社会秩序の枠内に組み込んでいくかという課題に直

面することとなる。この課題への回答がポピュリズムであり、20 世紀前半には多くのラテ

ンアメリカ諸国でポピュリスト政治家による賃金労働者の社会秩序内への統合が進んだ10)。

しかし労働運動の対象となったのは、賃金労働者の一部であり、そこから零れ落ちるペオ

ンも多数いた。すなわち組織労働者と貧民という新たな区分が生まれたのである。 [高橋 

1999:72-102] 

 この高橋の南米チリの事例にみられるような、増大する都市下層民、産業構造の変化、

賃金労働者の出現、ポピュリズム政治家の台頭などは、時期の前後はあるが、他のラテン

アメリカ各国でもみられた現象である。しかし、その都市化の様相は、各国の都市の工業

化の進展の違いなどにより異なる。ここで、ドミニカ共和国の都市化の事例に再び目を転
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じ、都市下層の大衆居住区への主流社会からのまなざしについて考察する。 

  まずは、都市下層の人々が多く居住する地区である、大衆居住区の呼称についてである。

大衆居住区とは、幡谷によれば、ラテンアメリカ諸国の大都市で一般にみられる、不法都

市開発起源をもち、住民の自助建設によって形成される、低所得者層が集中する居住区の

総称として用いられる[幡谷 1999: 3]。ドミニカ共和国においてはこのような大衆居住区は

バリオ・ポプラール barrio popular11)と呼ばれる。本稿では以後、このバリオ・ポプラール

のことを単にバリオ12)と呼ぶ。バリオは、一般的にはスラムと区別される。スラムとは、

都市中心部に位置する建物が、老朽化や周辺環境の変化に伴い荒廃し、そこに不法に多く

の人々が居住する都市内の地区のことを指す [幡谷 1999: 3]。 

  ではそのバリオはどのようなところなのか。バリオにおける住居は、住民自らの手によ

る、木材や、やしの葉、ブリキなどの構造物で多くが作られており、セメントなどで固め

られた建築物も一部にはみることができるが、大部分は平屋である。バリオ内の道路はア

スファルト舗装されておらず、土や泥がむき出しの状態となっており、砂埃で靴はすぐに

汚れてしまう。また、道路や道端に捨てられたごみや汚水など生活する上で必ず出てくる

ごみなどが道端に捨てられており、腐敗臭などの匂いが絶えない。 [筆者のサントドミンゴ

市内のバリオの観察による] 

  このようなバリオはいかにして形成されるのであろうか。1950 年代、土地占拠によるバ

リオ建設に関しては、ラテンアメリカ各国政府は警察当局を動員し、不法取締りと強制撤

去という手段へ出た。1960 年代にはブラジル諸都市における大衆居住区ファヴェーラに対

する強制撤去などが行われた [幡谷 2004: 182-183]。ドミニカ共和国においても都市部にお

いて 1950 年代には警察や軍当局によるバリオの強制撤去が行われた。そのようすはバリオ

の住民によりこのように描写されている。 

 

私はインゲンマメを準備していました。そのとき警察がやってきて、「持ち物を集め

て、あなた方を強制撤去します。」と言うのです。想像してください、トルヒーヨの

時代ですから、何も言うことはできませんでした。私は軍曹に、私の夫はいま仕事を

しているところなので、と答えました。その人は答えました。「そんなことは関係な

い、持ち物をまとめるんだ！」私は持ち物を全部集めると、トラックに乗り、ある場

所へ連れて行かれそこでしばらくじっとしていました。昼の 2 時ごろだったでしょう

か、われわれは更地となったところに戻されました。私の夫は何が起きたのかわから

ず、夜の 8 時ごろ私を見つけたのです。隣人たちが私たちを助けてくれました。神様

が助けてくれるとおりに（住居を）作りました。あなたには私がどれほど泣いたか想

像がつかないでしょうけどね。[Santana 2004: 37] 

 

  この証言にみられるように、強制撤去は事前の予告もなく突然行われ、そこに住んでい

た住民はその命令に従うほかなかった。 
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  1945 年、サントドミンゴの市街地区域は、市中心部であり新大陸最古と呼ばれる歴史的

建造物が多いソナ・コロニアル地区を中心に、そのすぐ西に位置するヌエバ・シウダ地区

やガスク地区など約 11 地区であった。バリオはこれら市街区の北側、オサマ川に隣接する

地区に多く作られた。1950 年代に入ると市街地は膨張をみせ、ソナ・コロニアルの東側を

流れるオサマ側を挟んだ対岸や市北部、西側にかけて拡張した。富裕層の多くはガスク地

区などの新市街に多く住み、中間層は旧市街に近いヌエバ・シウダ地区に多くが居住した。

その社会階層に沿った住民の棲み分けは、「上空からの空撮写真が…社会階層の地域的分化

を端的に物語る」[Martínez 1996: 62 ]ほどはっきりしたものであったという。   

 

 

 

 

図３：サントドミンゴ市街部の拡大  1945 年-1991 年 

出典：[Lozano: 1992 en Martínez 1996: 108]をもとに筆者編集 

 

 1960 年代になるとラテンアメリカでは、都市化の進展に伴う貧困居住区の拡大はもはや

一時的なものではなく、構造的問題としてとらえられるようになり、大衆居住区に次々と

建設される住宅の存在は黙認される、いわば行政の「非干渉」ともいうべき対応が目立っ

てくる [幡谷 2004: 183]。しかしこれらの住居は住民自身により占拠した土地に建設される

1945 年の市街地境界 
1960 年の市街地境界 1991 年の市街地境界 

1980 年の市街地境界 

ソナ・コロニアル地区 ヌエバ･シウダ地区 

ガスク地区 
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ため、土地の合法的な所有権の獲得なしには長期にわたる安定した土地使用は難しくなる。

このような背景から、土地占拠者は行政当局との間で土地の払い下げや支払い条件につい

て交渉を行い、合意が成立すると占拠者は月賦で土地代金を払っていた。土地占拠は一見、

反体制的で急進的な運動のように見えるが、都市下層民が土地払い下げを受けるために行

政当局に対して行使する圧力手段ともいえる [高橋 1993: 156-157 参考]。土地占拠運動の

住民との窓口である住民組織は、支持拡大を狙う政治勢力にしばしば後押しされたり懐柔

されるようになった。このように不法占拠した土地は、水・電気・水道などの生活インフ

ラが当初は未整備であり、住民は盗電や水道管への不法接続などにより電気や水を確保す

る。しかしこれらを正規の社会インフラとし、安定供給を図るには関連当局との交渉がや

はり必要となる。 

このように、大衆居住区であるバリオと主流社会の間には絶え間ない交渉があり、バリ

オの住民も主流社会からの様々な好奇や侮蔑の入ったまなざしに常にさらされることにな

った。次章ではこの衝突（あるいは出会い）の事例を音楽に求め、バリオから生まれた音

楽ジャンルが主流社会からどのように「侮蔑」のまなざしを浴びたのか、またその中でこ

れらの音楽を実践していたミュージシャンたちは、これらのまなざしにどのように対抗し

たかを考察する。 
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Ⅱ  バチャータの音楽「場」の成立と拡大 

 

 バチャータはかつて、「音楽の宴」を意味する言葉であった。しかしそれはやがて、音楽

ジャンルの呼称となり、バチャータの音楽「場」が成立する。しかしバチャータは都市下

層の人々と結びつき、主流社会の人々からはバチャータは「低俗」な音楽とされてきた。

本章ではその理由を音楽ジャンルとしての呼称の成立、そして、その呼称に含まれる主流

社会から都市下層民への「低俗」「侮蔑的視線」のまなざしの根拠について考察する。次に

1980 年代の都市下層社会の変化やバチャータの音楽スタイルの変化により、バチャータの

「場」がいかに変化したかを考察する。最後にラテンアメリカにおける 1970 年代の音楽を

媒介とする社会運動の模様を概観し、やがてバチャータの音楽「場」を大きく変えるきっ

かけとなる、その社会運動の背景について考察する。 

  

1 バチャータの誕生 

1) 20 世紀前半の庶民階層の音楽実践 

 バチャータという言葉は元来、カリブ海域において「音楽の宴」を表す単語であった。

レアル・アカデミアの辞書によれば、バチャータ bachata とは、キューバ、プエルトリコ

において馬鹿騒ぎ juerga やお祭り騒ぎ holgorio を示す言葉であった [Real Academia 

Española 1992]。言葉の由来はドミニカ人類学博物館展示資料によれば、先住民のタイー

ノ族の言語からともいわれる。このバチャータという言葉が文献に始めて登場したのは、

ドミニカカリブ研究所の所長であるダリオ・テへダによれば、1922 年とされる。ドミニカ

北東部のある農村の生活習慣について書かれた文献に「何にもまして人々をとらえ魅了す

るのは…ギターを伴ったバチャータ、歌とボレロであった。」[Tejeda 2002: 128]とある。ま

た 19 世紀後半のドミニカ社会の変化を社会経済的視点からとらえた別の文献は、当時の農

村における「宴」の模様を「バチャータにおいては「下層」の人々だけがユカやサランボ、

グアラポ、サパテオ、ファンタンゴを踊った。」[Hoetink 1982: 206]と描写している。 

 このような宴は決して農村部だけに限定されていたものではなく、都市部においても行

われていた。たとえば、「都市部においても踊りは午後 10 時に始まり朝の 2 時、3 時まで続

いた。」「騒乱の中、命を失う人がいてもなきがらは運び出され宴は続いたという。」[Hoetink 

1982: 206]などという描写にみられるように物騒な面もあった。宴は新聞に告知され行政府

によって開催されるものから、誕生日や何かの記念日に人々の家で開かれるものなど様々

な目的で開催された。このような宴は住民にとっては娯楽の場であり社交の場でもあった。 

  このような「バチャータ」の場においては音楽を奏でて踊ることが不可欠であった。農

村部では地域の歌手による歌唱コンテストが催され、勝敗を決めるあら捜し好きな観衆の

前で、即興の歌詞で勝敗を次々に競ったという [Hoetink 1982: 206]。この当時、農村で奏

でられていた音楽は、当時流行していたメレンゲの他、民衆カトリシズムの宗教実践にお
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ける音楽などであった。[Austerlitz 1997: 24-25]このような場での音楽の演奏に使われた楽

器は、弦楽器であるクアトロや、樽型、縄絞めで膝上で両手で奏でる打楽器、タンボーラ、

ひょうたんや金属の表面を木や金属の棒でこすって音を出すグイロなどであった。1870 年

代になるとドイツからアコーディオンが導入され、メレンゲのアンサンブルで広く使われ

るようになった13)。 

    

2) 都市下層バリオにおける音楽実践 

 前章で詳述したようにサントドミンゴは農村部からの人口流入により膨張を続けた。都

市へ流入した人々は、バリオに多く居住した。農村に住んでいたギター弾きの中には、1961

年のトルヒーヨ体制の崩壊後には経済市場の混乱にも乗じて、自らの音楽をレコーディン

グし、売り込もうという野心を抱き首都へ移り住むものもいたという[Pacini Hernández 

1989: 33]。 

当時、農村にはポータブルラジオが普及し、農作業をしながらラジオを聞くという習慣

が広がっていた。当時のラジオ局は音楽番組といえば、国内の音源不足もあいまって、メ

キシコをはじめとする各国のボレロ、キューバのソン、グアラーチャやプエルトリコのプ

レーナなど、ラテンアメリカ各国の様々な音楽が流された[Díaz, Luís] 14)。これらの音楽は

農村の人々にとって日常的に聴き馴染んでいた音楽だったのである。 

都市への新興移民の中にはギター弾きも多くおり、それらのミュージシャンが農村で奏

でていた音楽が都市周縁部でもきかれるようになった。それは、「ソン、グアラーチャ、ラ

ンチェーラ、メレンゲ、ボレロなどが混じった音楽であったが、もっとテンポが速く、リ

ズムに富んで」[Tejeda, Darío]いたとされる。ギター弾きは「ただ聴いた曲をコピーするだ

けではなく、メロディを生かしながら速さ（テンポ）を変えて演奏」[Díaz, Luís] するなど

していた。歌詞を特徴づけるものは、テヘダによれば「人生のクロニカ（年代記、編年史）

であり、下層階層の人々の周縁的な生活をうたったもの」であった。[Tejeda, Darío]   

当時のバリオで演奏されていた演奏の様子をパシーニ・エルナンデスは以下のように描

写している。演奏はギター、マラカス、ボンゴを使って行われ、ゆっくりとした四分の四

拍子のリズムを刻んでいた。ギターは 2 本あり、一つはリードギターであり、もう一つは

コードを刻んでいた。また作曲は歌手みずからによって行われる場合もあるが、他のジャ

ンルの音楽からの流用（や盗用）も多いとし、楽譜は存在せず演奏者やパフォーマンスご

とに演奏は異なるとしている。また演奏者の服装はインフォーマルなものが多い[Pacini 

Hernández  1989: 50-53] ギターをベースにしている楽器編成や歌詞に見られる定型性、

また四拍子というリズム的特徴から、当時バリオで実践されていた音楽はラテンアメリカ

の音楽口承伝統を受け継いだ、ボレロに最も影響をうけた音楽といえる。 

 都市への新興移民となったギター弾きは、ボレロを中心としたこれらラテンアメリカの

音楽を聴き、バリオ独特の演奏スタイルを生み出した。当時のサントドミンゴのバリオに

は、ドミニカ各地からの移民が集まっていた。都市のバリオに住む出身地域が異なる人々
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は、居住空間や労働空間など、その生活空間の多くを共有するようになった。このように

多様な出自を持つ人々が移民集団を形成し、そしてその集団内部においては様々な慣習行

動を共有された15)。これらのギター音楽は以下のような特徴を持っていた。それは、方言

を多用した歌詞、声のイントネーションのわずかな違いによってニュアンスを変える機微、

楽譜はなく各楽器の演奏者が適切な伴奏を加えるという創造性、その表現の極限まで歌い

上げるドラマティックさ[Pacini Hernández  1989: 58]などである。その音楽スタイルの特

徴は、既成の音楽を「流用」し、さらにバリオの生活感覚をそのまま歌詞に歌いこむとこ

ろにあった。 

このようないわば「ブリコラージュ」的な音楽スタイルの特徴は、バリオのサブカルチ

ャー・グループを示す指標として機能した。ヘブディジによれば、「選ばれた事物は、それ

本来として、あるいは、つくり変えられた形で、サブカルチャーの…集団としての自己イ

メージと一致する」[ヘブディジ 1986 : 162]のである。 

 バリオでの新興移民は、住環境や生活環境が異なる都市のバリオにおいても農村的生活

様式や価値観（相互扶助の共同作業や消費性向）を維持する傾向にあった。すなわちこれ

らの農村的生活様式は都市の近代的生活様式に同化するより、むしろ強化され再生産され

る傾向にあった16)。国内各地から多様な出自を持つ人々が都市に居住することで移民集団

が構成され、集団内部においてハビトゥスが共有され、バリオとしての文化的一体感やバ

リオのアイデンティティが醸造されたのである。 

  

3)バチャータという呼称の成立 

 ある音楽ジャンルの呼称成立の過程、すなわちいつ、誰が最初にその呼称を用いたかと

いう成立の過程が明らかになることは少ない。バチャータとよく似た成立過程を経たイン

ドネシアのダンドゥドを研究している田子内によれば「これらの音楽は当時の音楽産業の

中心から離れた周辺部で誕生し発展したため」であるとし、「多分に偶発的な要素に左右さ

れる呼称発祥の起源を探ることよりも、誰がどのような意図を持ってこのジャンルの呼称

を普及させ、メディアがいつ頃から使用し、定着するようになったのかを検証する方がよ

り重要である。」[田子内 2002: 20]としている。この分析上の限界を考慮しつつも、バリオ

で奏でられていたギター音楽がなぜバチャータという呼称で呼ばれるようになったかにつ

いて考察する17)。 

 この呼称の背景について、ダリオ・テヘダは、宴の「バチャータ」から音楽ジャンルの

呼称へ転用されたとしている。テヘダは「そのとき行っていた（活動の）場の名称、すな

わちバチャータを音楽の名称として名づけた。」[Tejeda 2002: 131]としている。またこれと

同様に、宴の意味の「バチャータの音楽」Música de la bachata が次第に略されて、バチ

ャータが音楽ジャンルの呼称となったのだという説もある。[Dulúc, José]  

  一方、バチャータという呼称が音楽ジャンルを意味するようになった時期は 1970 年代の

前半であった。あるギター弾きは、それまでは「ただボレロ・カンペシーノ（田舎ものの
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ボレロ）とかギター音楽、または単にポピュラー音楽と呼ばれていた。だれもアマルゲと

かバチャータとか呼んでいなかった。名前はなかったんだ。」[Pacini Hernández  1995: 87]

と回想している。それではなぜこの時期にこの音楽がバチャータと呼ばれるようになった

のだろうか。 

 パシーニはバチャータ弾きの数人の話として「バチャータが音楽の名前として使われだ

した時期は、オルケスタ・メレンゲ18)がそのヘゲモニーを確立しようとした時だ。」[Pacini 

Hernández 1989: 228]とし、国内の音楽産業における「ルチャ・ソノーラ19)」の中でバチ

ャータはメレンゲに比べて著しく見下された音楽として扱われたとしている。しかしバチ

ャータの市場規模はメレンゲのそれと比べ 1970 年代においては「とるにたらない」[Díaz, 

Luís]ものであったことから考えて、バチャータ弾きがメレンゲの市場にとって脅威になる

存在だったとは考えにくい。また、レコードを購入する層はオルケスタ・メレンゲとバチ

ャータでは重なり合う部分は少なかったと推測できる。すなわちバチャータのレコードを

購入したのは、コルマド20)が主で、バチャータを嗜好する人々の間でレコードを買うだけ

の経済的余裕があるものは当時は少なかったと考えられるのである。 

 

 

写真１:サントドミンゴ旧市街にあるコルマドの店先（2005 年 10 月） 

 

  また同じくパシーニはバリオの中で、1960 年以前に移民してきた第一世代の移民とそれ

以降に移動してきた新興移民との間に、経済的・社会的な格差が構築されていたとする。
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そして、第一世代は音楽の好みもバチャータ以外に重きを置く傾向があり、新興移民に対

して、昔風のギター音楽を好む人々として侮蔑のまなざしを向け、そして彼らが好む音楽

をバチャータと呼んだとしている。[Pacini Hernández 1989: 216－217]しかしこの論はそ

の後の彼女の論文の中で十分に議論されているとはいえない。 

  筆者はフィールド調査におけるインタビューの際、「なぜギター音楽がバチャータと呼ば

れるようになったのか」という質問をインフォーマントへ行った。しかし、筆者の取材し

た範囲では、「バチャータとはじめて呼ばれた曲はこの曲だ。」など呼称発祥の時期を明ら

かにするはっきりとした証言は得られなかった。 

   

4) バチャータの音楽産業 

 バチャータはその「低俗」なイメージから、1980 年半ばごろまでは主要なテレビ・ラジ

オ21)において放送されることはなかった。しかしその中でもわずかながらバチャータを放

送している放送メディアがあったのである。 

 バチャータを 1960 年代から 1970 年代にかけてサントドミンゴで唯一放送していたラジ

オ局、それがラジオ・グアラチータである。ラジオ・グアラチータは 1964 年にラダメス・

アラセナによって設立された AM 局である。この放送局の聴取層のねらいは農村部の人、

もしくは都市に居住する農村出身者にあった[Rosario, José]。またラジオ･グアラチータは

個人向けの伝言メッセージ22)を放送し、当時電話などによる通信手段が限られていた主な

聴取層であった都市下層の人々の間の情報伝達を促進する役割を果たした。  

ラジオ･グアラチータの設立者であるアラセナはレコード会社も所有し、自分のレコード

会社で作ったアルバムをラジオで放送して、レコードのプロモーションもおこなっていた。

またアラセナは自宅兼スタジオでバチャータ歌手のオーディションや録音を行い、グアラ

チータレーベルのレコードとして販売していた。このグアラチータレーベルから、“泣きん

坊”ルイス・セグラやレオナルド・パニアグアなどのバチャータ歌いのパイオニアが登場

した。このようにして製作されたレコードはグアラチータ直販か、街道沿いの露天商を通

じて販売されていたが、繁華街などのレコード店では販売されることはなかったのである

[Pacini Hernández 1995: 149 ]。 

このように 1960 年代から 1970 年代を通じて、バチャータの音楽産業と、主流の音楽産

業の間には「境界」が存在していたのである。 
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写真 2：サントドミンゴ市内の歓楽街のクラブで歌うルイス・セグラ（2005 年 4 月） 

 

5) バチャータという呼称がもつスティグマ 

 一方、バリオ出身のギター弾きの中には、自らの音楽がバチャータやアマルゲと呼ばれ

ることを嫌う人々が存在した。たとえばバチャータ歌いのパイオニアの一人とされるレオ

ナルド・パニアグアはあるインタビューに答えてこう述べている。 

 

私たちの音楽はバチャータと呼ばれています。私はそんなことは無視します。われわ

れの音楽をバチャータと呼んでいる本などみたこともありません。 [Pacini 

Hernández 1989: 36- 37] 

 

また同じく“泣きん坊”ルイス・セグラは 

 

皆さんはバチャータと言いますが、それが何を意図しているのか、私にはわかりませ

ん。私にとってそれはバチャータではないわれわれの音楽であり、ロマンチック・ボ

レロといわれるものです。どうしてそんな名前をつけられたのかわかりません。私は

ロマンチックな歌と呼んでいるだけで、一度もバチャータと呼んだことはありません。

[Pacini Hernández 1989: 37] 
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  これらの言説でわかるように、バチャータ弾きの中には、自らが演奏している音楽をバ

チャータと呼ばれることを拒む人々が存在した。それはどういう理由によるのだろうか。 

  先に述べたように、バチャータとは元来は農村で行われていた「音楽の宴」を意味する

言葉であった。しかしバチャータと呼ばれていたのは一般庶民階層の人々が催すお祭りの

意であり、バチャータという言葉の使われ方には中上流社会から一般庶民（あるいは下層）

への侮蔑的視点が内包されていた。 

 田子内は「そもそも「低俗」というイメージは自分達とは住む世界が違う人達、即ち、

社会の相対的に下位に属する都市部のマージナルな層や農村部の住民が好んで聴いている

音楽という認識の中で形成されたもので、ダンドゥッド特有のパフォーマンスに対する認

識から必ずしも発生したものではなかった。」[田子内 2002: 54]としている。田子内に依拠

すれば、バチャータの音楽スタイル（歌詞など）に侮蔑性を喚起する要素そのものが含ま

れていると考えるよりむしろ、バチャータを奏でるミュージシャンやバチャータを好んで

きく人々へ侮蔑のまなざしが向けられていた、と考える方が妥当であろう。一方、バリオ

の住民が急増するにつれ、この成立したバチャータ「場」における音楽は都市に住む中上

流階層の人々にとり、親しみこそ覚えないにしろ身近に見聞きするものとなっていたので

ある23)。 

   

２ バチャータの音楽「場」の拡大 

1980 年代になると、バチャータという呼称やその歌詞、楽器などが、様々な社会的・音

楽的影響を受け大きく変化した。結果的には、このような変化によりバチャータを聴く人々

が少しずつ増えると同時に、バチャータ演奏家に向けられていた侮蔑のまなざしも徐々に

変化していった。以下本稿ではバチャータの演奏家たちの音楽実践を時代を追って考察す

ることで、バチャータの音楽「場」が主流社会とどのように関わっていったかを論じる。 

 

1) 1980 年代の都市の拡大と都市下層民の社会上昇 

 1970年代以降、首都サントドミンゴの人口は増加の一途をたどった。1970年には839,000

人だった人口は、1980 年には 1,427,000 人（1970 年の人口に比べ約 1.7 倍）、1990 年には

1,942,000 人（1980 年の人口と比べ約 1.36 倍）となった[Georges 1990: 157]。1992 年に

発表された人口調査によれば、首都サントドミンゴの住民のうち 75％は首都以外で生まれ

た人々であり、それらの人々のうち、60％は 1960 年から 1980 年までの間に移り住んだと

される。また 1980 年代には、農村部から直接首都へ来るのではなく、一旦首都圏以外の都

市部に居住し、そののち、首都へ再移住するなど段階的移住の形態がみられるようになっ

た。1980 年代の首都への移民のうち、70％は首都以外の都市部から移り住んだ人々であっ

た[Lozano 1992, en Yunén 1992: 77]。 

  1960 年代以降、市街地は郊外へ急速に拡大したが、急増した移民は、市北部～東部の居

住区に多くが住み、市中心部から西部にかけては、中上流階層の人々が住むというように、
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居住地域の階層による極化が進んだ。1980 年以降は市街地開発に伴って、都市下層の人々

の一部は、市の東部～北東部の周縁部に居住するようになった[Yunén 1992: 81-82]。市北

部のこれらのバリオが存在する居住区のうち、人口密度が、1 平方キロあたり 50,000 人を

超えるバリオが３つも出現した。バリオが存在する 31 の居住地区の総面積がサントドミン

ゴ市全体に占める割合は、市人口の 64.65%が住んでいるにもかかわらず 18.62%であるに

すぎない[Gómez Carrasco 1984: 4]という居住地域の極化がみられた。 

 

一方、これらの農村出身者の中には、雇用機会に恵まれ賃金労働者となるものも増加し

た。その一つは政府による雇用である。特に 1978 年以降のドミニカ革命党（PRD： Partido 

Revolucionario Dominicano) 政権成立以降には政府による雇用機会が急増した 

[Vargas-Lundius 1991: 314-315]。もう一つは自由貿易ゾーンで働く低賃金労働者が増加し

たことである。  

 

2) 1983 年当時の新聞記事にみるアマルゲブーム 

  本節では、バチャータに関する特集記事を素材として、バチャータに対する主流社会か

らの視線の変化をとらえることを試みる。1960 年代と 1970 年代を通じて、バチャータは

新聞や雑誌の記事はおろかテレビやラジオからの主要放送メディアから無視されていた。

ところが 1982 年に“泣きん坊”ルイス・セグラが歌う『ペナ』という曲がバチャータ史上

空前のヒットとなる。この曲は 50 万枚という、当時のメレンゲのレコードの売り上げ枚数

を大きくしのぐ売り上げをみせたのである[Brenes, Cholo]。このバチャータのブームを端

的に示す一例が、1983年夏にドミニカ主要日刊紙の1つであるオイHoy紙上に連載された、

フエベス・デル・アマルゲ Jueves del Amargue（アマルゲの木曜日）と題した特集記事で

ある。この特集記事は 1983 年 8 月から 10 月の 3 ヶ月間、毎週木曜日の芸能欄にほぼ一面

を使って掲載された。その記事の内容は、コンサートのライブ評からアマルゲブームを考

える論説調のものまで様々であるが、その記事のうちいくつかを以下に要約して引用する。 

  -「アマルゲ」現象と呼ばれるブーム、広がり、その結末（Auge, desarrollo, y consecuencia 

del fenomeno llamado "amargue"）は、近年のアマルゲ歌手の活躍をあげたのち、「アマル

ゲは一時の流行なのか、それとも持続する音楽ジャンルなのか」「批判すべきか支持するべ

きか」という問いをあげ、それらの答えは時代が明らかにするだろうとしている。[Hoy 1983

年 8 月 25 日: 29] 

  - アマルゲの歌は酔っ払いの歌ではない（Canción amargue no es trasnochada） とい

う論説には、「うたというものは空腹を満たす毎日の食事のごとく一晩でできるわけがな

い...大衆を代表するサントドミンゴ大学の学長の口からアマルゲの歌は、大学を侮蔑するも

のだということを聞くのは悲しいことだ...それら（アマルゲのうた）には不平や苦しみ、苦

悩が存在するのだ。」[Hoy 1983 年 8 月 4 日: 29] 

  -“泣きん坊”ルイス・セグラのインタビュー記事「今が人生の中で最良の時だ」「（自分
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の歌が）批判されるのはそれに値するからである。」[Hoy 1983 年 9 月 8 日: 29] 

 このような記事が 1983 年に芸能面をにぎわせたことは、バチャータが社会現象としても

はや無視できない存在になったことを示すものだといえよう。 

   

 これらの記事の中で注目すべき点として、バチャータという言葉の代替としてアマルゲ

という言葉が多く使われていることである。記事には、「アマルゲ」が括弧に入っているも

の24)「アマルゲ」とバチャータが同列に並べられているもの25)などがある。アマルゲ

amarugue はレアル・アカデミアなど一般のスペイン語の辞書には項目としては掲載されて

いない。ドミニカのスペイン語を収録したドミニカ語辞典によれば、アマルゲとは、失望、

愛の挫折、失望により引き起こされる苦しさ、悲哀・苦悩を意味する [Esteban Deive 2002] 。

アマルゲという言葉は、今日でもバチャータという言葉を言い換えるための言葉として使

われているが、少なくとも 1980 年代前半には“アマルゲ”と引用符で囲まれている記事も

散見されることから、必ずしも人口に膾炙した言葉ではなかったと思われる。また、「アマ

ルゲの歌」canción de amargue というフレーズもよく使われており、この場合、アマルゲ

はジャンルを意味する言葉というよりむしろ、歌詞や曲調の特徴を形容する言葉としても

使われていた。このバチャータとアマルゲという二つの言葉を比べた場合、より侮蔑的な

響きを持たないニュートラルで婉曲的なアマルゲという言葉が新聞記事上で多用されてい

るのは興味深い。 

  では誰が何の意図をもってアマルゲを音楽ジャンルの呼称として使い始めたのであろう

か。パシーニによれば、あるバチャータ歌手が「月曜日のバチャータ」というショーの呼

称を嫌い、代わりに「月曜日のアマルゲ」と呼ぶ提案をし、その後広く普及したとしてい

る。 [Pacini Hernández 1995: 193] このパシーニの説に依拠すれば、アマルゲという呼称

は、演奏者自らがバチャータという呼称を捨て、新たにアマルゲという呼称を普及させよ

うとした行為といえる。バチャータという呼称が含有するネガティブなイメージを十分意

識した上で、言葉に含有される侮蔑のまなざしを回避しようとするミュージシャンの試み

であっただろう。それは、音楽ジャンルに対する音楽演奏者の戦略ともいえる。 

ところが、1984 年以降、この「アマルゲブーム」は急速に縮小し、「アマルゲ」の名前を

つけた催しは中間階層の人々が集まるバーなどから消え、1985 年までには、バチャータは

主流社会から不可視な状況になったとしている。[Pacini Hernández 1995: 196] この記述

だけをとらえると、アマルゲブームは終焉したのであるが、このブームによりバチャータ

は主流社会にその名を十分知られる存在となったのである。 

    

3) 1980 年代のダブル・ミーニングを多用したバチャータの歌詞  

1980 年代にはバチャータの演奏家も従来とは異なるあらたな音楽スタイルを創意工夫し

て生み出していった。この節では、バチャータの歌詞・演奏に使われる楽器、曲のテンポ

あるいはリズムがどのように変化したかを、主に生み出された曲を通じて考察を試みる。
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1970 年代末から 1980 年代にかけては、ダブル・ミーニングの技法を使って書かれたバチ

ャータの歌が多く作られる。ダブル・ミーニングとは、歌詞による一種の言葉遊びである。

つまり二通りの解釈が可能な単語を歌詞に埋め込み、表と裏の意味の両方の解釈が可能な

歌詞である。ダブル・ミーニングの技法が使われる歌詞には性的な意味をもたせるものか

ら、政治批判まで様々なものがある。特にバチャータで多く使われたのは、体の特定部位

や性的関係を暗喩させる内容である。 

 ダブル・ミーニングの技法にはこの他にも、単語を結合して別の意味を持つ文を作る例が

ある。たとえば、基の歌詞は「Mamá me lo contó.」（母は私にそのことを言った）である

が、これらを「Mamámelo con to(do).」（私のあそこをしゃぶって）と歌うといった例であ

る26)。 

 ダブル・ミーニングの技法を使ったバチャータの歌は、聞き手にも容易に理解されるた

めに、主流社会の人々からはその「猥褻」「下品」な歌詞が批判の対象となった。特に 1984

年にはこれらのダブル・ミーニングを使ったバチャータの曲が一時的にラジオ放送から締

め出されるという事態にまで発展した。[Batista Mato 2002: 53]このようなダブル・ミーニ

ングの曲を多く歌っていたミュージシャンにはトニー・サントス Tony Santos やブラス・

ドゥラン Blas Durán、ルイス・バルガス Luis Vargas があげられる。 

 ところがダブル・ミーニングの技法そのものは、ラテンアメリカの歌全般に広く使われ

ている技法であり、メレンゲ（特にメレンゲ・シバエーニョ）にも、性的関係を暗喩する

ような「猥褻」な歌詞は存在する。ドミニカの「民俗」音楽とされるメレンゲ・シバエー

ニョ（メレンゲ・ティピコ）の代表的バンドであるトリオ・レイノーソの曲にもダブル・

ミーニングは多く使われているのである。すなわち、ダブル・ミーニングを使い、性的な

関係を織り込む歌詞をつくり、歌ったとしても、「猥褻」かそうでないかは、ジャンルや歌

い手によって聞き手が個別に決定しているのである。 

これらのダブル・ミーニングを多用した音楽スタイルの曲に対して、「バチャータレンゲ」

あるいは「バチャレンゲ」「メレンゲ・バチャテアード」（バチャータ化したメレンゲの意

味）と呼ぶものもいた [Tejeda, Darío]。ではなぜダブル・ミーニングを使った「メレンゲ」

に「バチャータ」という名前を組み合わせる必然があったのであろうか。 

以下は仮説的理解であるが、メレンゲ歌手にとっては、「あからさまな」ダブル・ミーニ

ングの歌詞を、それまでのメレンゲとは区別して呼ぶ必要から「バチャータ」という言葉

が持つ「低俗な」語感に着目したのではないか。特に「メレンゲ・バチャテアード merengue 

bachateado」では、これはバチャータの語義である「音楽の宴」に由来すると思われる「バ

チャテアール bachatear」（騒ぐ、どんちゃん騒ぎをする）という動詞を想起させる。メレ

ンゲ歌手はこのバチャータという言葉に付きまとう低俗なイメージを流用して、あからさ

まなダブル・ミーニングを使った曲に対して「バチャータレンゲ」「バチャレンゲ」「メレ

ンゲ・バチャテアード」という呼称を使い出したのではないかと考えられるのである。 

このようなバチャータのダブル・ミーニングを使った歌を歌ったミュージシャンは、中
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上級階層の人々から非難されたことは想像に難くない。しかし「場」の存在を知らしめる

上では、いかなる形であれ注目を引くことは、意図的にとられた戦略とみることもできよ

う。ところが、このダブル・ミーニングを使った曲は 1985－1987 年頃にピークを迎えたあ

とは、急速に数が減っていき、1990 年代に入るとほとんどみかけなくなる [Mármol, 

Roldán]。バチャータ「場」の存在が広く知られたとき、ダブル・ミーニングの技法がバチ

ャータで使われなくなったことは当然の帰結といえよう。 

 

 4) バチャータに使われる楽器の変化と演奏の場の拡大 

  1980 年代の後半には歌詞の変化に加え、バチャータの演奏に使われる楽器が大きく変化

した時期である。最も大きな変化は、それまでのアコースティックギターの代わりにエレ

キギターが導入されたことである。音量的な魅力もさることながらサウンドエフェクトが

より自由となったことで、バチャータミュージシャンたちはより大きな表現の幅を得たの

である。またバチャータでよく使われていた打楽器のマラカス27)がグイロに取って代わり、

これもメレンゲには欠かせないドミニカの打楽器であるタンボーラ28)も頻繁にバチャータ

の曲の中で使われるようになった。メレンゲのバンドがメレンゲの楽器編成のままバチャ

ータを演奏したいという興行上の必然から生まれた楽器の変化であったが、そこから広が

った楽器の変化は、演奏者が同じ楽器編成でその場に応じてバチャータとメレンゲの曲を

使い分けて演奏することを可能にしたのである。 

  これらのメレンゲ歌手がバチャータの演奏の場を広げたことは想像に難くない。これら

のメレンゲ歌手が演奏していた場所は、中流階層の人々が多く出入りする首都のバーやナ

イトクラブであった。このような場所では、音楽を聴き、踊り、コミュニケーションする

ことが重要な社交の要素とされる。また、地域のお祭りや、家庭でのフィエスタ fiesta29)

でバチャータは演奏された。一例としてはキンセーニャ（15 歳を祝う儀式）にバチャータ

のバンドを呼んでバチャータが演奏されるということもあった [Jiménez, Huayna] 。 

 本節では、バチャータの音楽「場」の拡大について、主に音楽実践者の戦略から考察し

た。このように拡大するバチャータの音楽「場」は、やがて、主流社会の中でドミニカ「民

俗」性を追求する人々から「民俗」的な文化要素を含む場として着目されるようになる。

次節では、バチャータの音楽「場」が大きく変わるきっかけとなった社会運動の背景につ

いて考察する。 

 

３ 「民俗」性を追求する社会運動 

 本節では、ラテンアメリカにおいて、1960 年代末から 1970 年半ば頃まで盛んであったヌ

エバ･カンシオンと呼ばれる音楽を媒介とした社会運動について考察し、ドミニカの「民俗

性」がいかに定義されたか、また都市下層の場で実践されていたバチャータが活動の資源

として当時なぜ取り上げられなかったのかについて考察を行う。 
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1) トルヒーヨ体制後の社会混乱 

1931 年にドミニカ共和国大統領に就任したラファエル・トルヒーヨは独裁体制を敷くと

ともに、次々と国内外の企業を買収し、経済的利益を追求した。特にトルヒーヨが関心を

もったのが砂糖産業であり、第二次世界大戦後には国内の大半の製糖工場がトルヒーヨの

所有となった。トルヒーヨの支配が終わった 1961 年には、国の工業生産の 80%をトルヒー

ヨ所有の企業が占め、全労働力の 45%が雇用されていたといわれる。[増田 1999: 370]  

トルヒーヨの暗殺後、ドミニカ社会は民主化の期待にわきかえり、1962 年 12 月には 1924

年以来はじめての大統領選出選挙が行われた。ここで大統領に選出されたのは、ドミニカ

革命党候補（現在の PLD）のファン・ボッシュ Juan Bosch である。しかしトルヒーヨ派

の圧力を受け、ボッシュはわずか 7 ヶ月で大統領の職を辞してしまう。その後 1965 年には

一年で 4 回も大統領が変わるなど政治の混乱が続いた。特に 1965 年 4 月にはトルヒーヨ側

の軍部と反トルヒーヨ側に分かれた内戦が始まり、アメリカ合衆国の軍事介入もあり 9 月

に終結した。翌 1966 年 5 月に行われた大統領選挙では、旧トルヒーヨ派のホアキン・バラ

ゲールJoaquín Balaguerが大統領に就任し、統制政治を敷いた。バラゲール政権のもとに、

共産党が弾圧され反政府勢力の解体も進んだ。 

 このように、ドミニカ共和国の 1960 年前半から中盤にかけては、政治的・社会的混乱が

起きた時期であった。一方、この時代の大衆の政治に対する意識はどのようなものであっ

たか。この時期の大衆が持っていた期待と政治への反応について、ダゴベルト・テヘダ

Dagoberto Tejeda は以下のように端的に語った。 

トルヒーヨ政権が終了した時、大衆はこれで生活が好ましい方へ変わると思ったわけ

です。楽観的な雰囲気が広がったわけです。ところがそうはならなかった。軍の中は

汚職で満ちていました。ボッシュが選挙で選ばれた時、楽観主義が広まったわけです。

「今度こそは」という。[Tejeda, Dagoberto]  

 

しかしその大衆の期待も、ボッシュの辞任とバラゲールの再選により裏切られてしまう

こととなった。このような政治社会情勢の中、ラテンアメリカの社会運動であるヌエバ・

カンシオンの運動がドミニカにおいても勃興することになるのである。 

 

2) ヌエバ・カンシオン運動 

 ヌエバ・カンシオンは 1960 年代末から 1970 年代の前半にかけ、ラテンアメリカ全体に

広がった社会政治体制に対して音楽活動を通じて異議申し立てを行う社会運動である。ヌ

エバ・カンシオンという名前の由来は、1969 年にチリで行われた同名の音楽フェスティバ

ルに由来している。この運動のさきがけとなったのは、キューバのカンシオン・プロテス

タ（のちにヌエバ・トローバと呼ばれた）運動に呼応し活動を始めたチリの音楽家たちで

あった。 

  この運動の活動の内容は各国ごとに異なるが、民俗的とされた楽器や音楽様式を使い、
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それらを西洋音楽の楽器やリズムを用いて演奏するという部分では共通していた。例えば、

この運動の創始者とも言われるチリのビオレータ・パラはチリのフォーク・ソングを何百

曲も収集し、それに基づいて音楽歌や社会・政治についての歌を書いた[マニュエル

1992,162]。チリのヌエバ・カンシオン運動で重要な構成要素の一つとしてあげられるのは、

アンデス高原のインディオ音楽であった。ケーナやシーク、チャランゴなどの楽器を積極

的に演奏に活用した作品もあれば、メロディやリズムなどの器楽的・音楽的特徴を現代の

楽器に移しかえて演奏した作品もあった。 

  この運動を支持したのは、主に都市に住む中流階層の人々であった。音楽作品は、コン

サートでのライブ活動やテレビ・ラジオなどのマスメディアを通じて広く流通した[マニュ

エル 1992: 160-169] 。しかしこの運動は、反商業主義の性格ももっていた。 

  1960 年末のチリにおいてのヌエバ・カンシオンの活動は右翼政権に対する反発、経済的

不平等への不満、アメリカ合衆国の帝国主義に反対する運動家などと強く結びつき、支持

されたが、音楽家に対する弾圧など体制側からの圧力も厳しかった。 [高橋 1990 参考] 

 

  ドミニカ共和国においては、ヌエバ・カンシオン運動は 1970 年頃を境として始まった。

この運動を代表する音楽グループの一つはコンビテ Convite30)であった。このコンビテを設

立した創立者であるダゴベルト・テヘダはヌエバ・カンシオンの運動が盛んであった時期

にチリで学び、帰国するとサントドミンゴ自治大学で教鞭をとると共に若いミュージシャ

ンを集め、音楽活動を開始した。 

  コンビテの活動はドミニカ土着の音楽伝統、特に民俗学者や知識人により無視されてき

たアフリカンルーツが明確な音楽伝統を再発見し、再検討しようという思想に基づいてい

た[Pacini Hernández 1991: 113]。したがってコンビテの活動は民俗学的なフィールドワー

クを重視し、地方の祭りや宗教実践で演奏されていた歌を採譜したり記録し、近代的な楽

器でアレンジし演奏したりする[Pacini Hernández 1991: 113]など学術的な知識の裏づけ

をもっていた。 

  しかし、活動の資源をドミニカの民俗に求めようとしたグループは、当時コンビテだけ

であった。ドミニカのヌエバ・カンシオンの代表的グループの一つであるエクスプレシオ

ン・ホベン Expresión Joven の創立者であるチョーロ・ブレネスは、グループの活動を通

じて伝えたいメッセージとして 「自由」「当時のバラゲール政権に対する抵抗」を挙げ、「自

分たちの音楽は抵抗の音楽だ」と述べ、[Cholo, Brenes] ドミニカの民俗を追求しようとす

るコンビテとは態度を異にしている。 

  演奏に使われていた楽器も、コンビテはドミニカのアフロ系宗教実践音楽でよく使われ

る様々な打楽器を多用するのに対し、その他のヌエバ・カンシオンのグループは、チリや

キューバのヌエバ・カンシオンで多く使われていたギターの弾き語りという演奏スタイル

をとることが多かった。すなわち外来の音楽スタイルを模倣したわけである。この点から

もドミニカ共和国におけるヌエバ・カンシオンの活動は、政治的なメッセージを広く大衆
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へ広めるという運動に大きく傾いており、「プロテストの音楽」といわれたように政治色が

非常に強いものであった。 

   

ところがコンビテはバチャータをその運動の主眼におくことはなかった。パシーニの考

察によると、その理由として、バチャータは起源が新しく、ボレロやグアヒーラ、グアラ

ーチャのような気晴らしの音楽に似て、ドミニカ土着とされる音楽ではないとみなされ、

興味を引かなかったこと。またギター中心であり、コンビテが着目していたアフリカ的要

素とは異なっていたこと、またバチャータのテーマは女性への軽蔑的態度や飲酒だったこ

とから、バチャータはある種堕落した音楽としてとらえられていたことがあげられている

[Pacini Hernández 1991: 120]。コンビテは 1974 年秋に開催された当時ヌエバ・カンシオ

ンとして最大規模のフェスティバル31)での成功のあと、メンバーの脱退などでグループ自

体が解散してしまう。 

  しかしコンビテをはじめとするヌエバ・カンシオンのムーブメントはドミニカの若いア

ーティスト、特に音楽教育を受けた中流階層出身のミュージシャンに大きな影響を及ぼし

た。アフロ系の宗教儀式における音楽実践にも造詣が深いミュージシャンのホセ・ドゥル

ック José Dulúc はサントドミンゴ自治大学在学中にフォークバレエ団の一員として島中を

回るとともに、ドミニカ民衆のオリジナルな音楽的表現を求めて国中を回った。このよう

なヌエバ・カンシオンの運動に端を発したドミニカンルーツを求める運動が自らの音楽活

動に多大な影響を及ぼした[ドゥルック 1995]としている。また後に既存のバチャータのス

タイルを活用しながら新たなバチャータの潮流を生み出すルイス・ディアス32)、ダビッド・

アルメンゴー、ホセ・ドゥルックのようなアーティストが生まれることとなった。しかし

これらのアーティストがバチャータを音楽の素材として作品として世に問うたのは1980年

代半ばになってからのことであった。 

 

 本章では、バチャータの音楽「場」の成立から、音楽スタイルの変遷や音楽ジャンルに

つけられた名前をめぐるバチャータ歌いの戦略、また「民俗」性を追求した社会運動など

について考察した。バチャータの音楽「場」は一時的にではあるが主流社会からの注目も

浴びるほど、「場」として拡大してきたが、バチャータは未だ都市下層という「境界」の中

で生産・流通・消費されていた。しかし、1980 年代の終わりごろからバチャータの音楽「場」

が一気に拡大するような出来事が起き、「場」に大きな変化が現れるのである。 
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写真３:アフロ系宗教音楽を演奏するホセ・ドゥルック（左から三番目）（2005 年 10 月） 
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Ⅲ 「越境」するバチャータ 

  

  

写真４:サントドミンゴ市内の繁華街に位置するレコードショップにて。バチャータの CD

は一つの棚全体を占めるほど人気がある。（2005 年 5 月） 

 

本章では、バチャータの音楽流通が誕生した都市の下層社会という階層的地域的境界を超

え、主流の音楽産業にのって広く流通し、それまでバチャータを嫌悪してきた中間層の人々

にまで音楽消費が拡大するまでを考察する。この音楽的嗜好の変化は、バチャータを文化

エリートが演奏することによる価値体系の転換により引き起こされたものである。すなわ

ち音楽「場」における「文化的正統性」の変化が起きたと考えられるのである。本章では、

バチャータのこの「越境」過程を代表的な三組のミュージシャンの活動を通じて考察し、

その変化をもたらした背景である、ドミニカ社会の変化や、都市下層の人々の社会上昇に

ついて分析を行う。 

 

1 バチャータの「越境」過程 

 1) テクノ・バチャータの誕生 

1989 年、ソニア・シルベストレ Sonia Silvestre が歌った『ヨ・キエロ・アンダール』（前

に進みたい）のヒットは、バチャータに対する主流社会の印象を大きく変える出来事であ
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った。プロデューサーのチョーロ・ブレネス（1974 年のヌエバ・カンシオン・フェスティ

バルの主催者）からアルバムの製作を持ちかけられたのに対し、シルベストレはこう語っ

ている。 

 

その話を持ちかけられた時には、二つ返事でその考えに同意しました。特にそのバチ

ャータの取り扱い方、つまり…バチャータを真剣に取り上げることに関してです。

[Pacini Hernández 1995: 205]  

 

『ヨ・キエロ・アンダール』の歌詞のテーマについて、作詞・作曲を担当したルイス・デ

ィアスはこのように語った。 

 

歌詞は…まったく新しいテーマを導入しました。それはただ女性を性の対象としてで

はなく、尊厳を持った一人の人間として描こうとしたのです。[Díaz, Luís] 

 

  作詞者であるディアスはこれらの音楽をテクノ・バチャータと呼んだ[Tejeda, Darío]。ま

たはネオ・バチャータとも呼ばれている。 
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写真５: 1970 年代の自分の写真をプリントした T シャツを着たルイス・ディアス 

 

  ディアスの曲作りの特徴は、一言で言えば、ジャンル間の融合にある。『ヨ・キエロ・ア

ンダール』でアコーディオンの音色を使ったのは、メレンゲ・ティピカ33)の演奏では必須

な楽器だからであり、それをバチャータと一緒にアレンジしてみたい[Pacini Hernández  

1995: 205]からであった。その後もディアスはブルースやクアトロ、ロックなどとの音楽と

バチャータとを融合するような音楽的試みを行った作品を多く生み出している。 

 

この曲を作詞・作曲したルイス・ディアス、歌ったソニア・シルベストレはいずれも、

先述した 1970 年代前半のヌエバ・カンシオンの運動を契機として音楽活動を開始した人々

（これ以降 70 年代世代と呼ぶ）である。ボナオ生まれで、サントドミンゴ大学で心理学部

に入学したディアスは、しだいに音楽活動に興味を持つようになり、やがてコンビテの主
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要な作曲家兼ボーカルとして活動するようになる。コンビテは前述したように、ドミニカ

「土着」の民俗文化に着目し、農村や都市下層でフィールドワークを行った。ディアスは

都市下層の音楽実践に興味を持つようになったきっかけを次のように語っている。 

 

1973 年当時、ビジャ・コンスエロやボロホール[バリオの名前]に行ってカメラと録音

機材を持っていき、収録を行いました。貧しい人々はそこでバチャータを踊ったり聴

いたりしていたのです。[Díaz, Luís] 

 

ではディアスが取材した内容は、この『ヨ・キエロ・アンダール』のアルバムで使われ

た音楽スタイルにどのように反映されたのか。この『ヨ・キエロ・アンダール』のアルバ

ムには、バチャータ風の曲が 5 曲収められている。しかしこれらの曲は、“泣きん坊”ルイ

ス・セグラなどに代表されるこれまでのバチャータの音楽スタイルとは似ても似つかない

ことは、聴き比べてみるとすぐにはっきりする。 

まずは、使われている楽器の相違である。従来からのバチャータの演奏ではギターが多

用されるが、このアルバムでは、ギターは全く使われないか、使われてもその使用は限定

的であり、代わりにアコーディオンの音色を模したシンセサイザーが多用されている。打

楽器に代わり打ち込み系のサウンドが多用され、実際の打楽器が使われているのは、ボン

ゴのみである。基本のリズムはどちらも四拍子であるが、アレンジもより洗練されており、

シルベストレの力強い芯のある声もあいまって、従来のバチャータとは趣をかなり異にす

る。歌詞については、「人生の苦しみや失敗などの辛らつなテーマを歌うというその特有の

スタイルを残」[ドゥルック 1995: 19]すという意味では両者は似ていたといえるだろう。 

ではこのようなテクノ・バチャータを音楽の聞き手はどのように感じたのだろうか。こ

の『ヨ・キエロ・アンダール』はドミニカ国内でヒットとなった。すなわち、ドミニカ国

内にバチャータの名を広げたといえるだろう。 

これらのテクノ・バチャータを、都市下層の人々は「自分たちの手の届かないところに

あるあこがれとして評価はしている。」[ドゥルック 1996, 27]。これらの音楽を好んで聴い

ていたのは、主に中間層の人々であった。しかし、「バチャータの女王」と名乗ったシルベ

ストレは、シルベストレ自身がバチャータを歌うことで批判をうけるかもしれないことを

ある程度予想していたらしい。 

  

このように従来のバチャータとテクノ・バチャータの間には歌詞やリズムにはわずかな

共通性があったが、ではなぜ作曲者のディアスや歌い手のシルベストレはこの新しいスタ

イルにバチャータという名を使う必要があったのだろうか。 

ここでディアスやシルベストレがドミニカ社会に与えた音楽的影響を文化の客体化とい

う視点から考察する。文化の客体化とは「文化を操作できる対象として新たに作り上げる」

[太田 1993: 391]ことである。ハンドラーは、ケベックにおける民族としてのナショナリズ
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ム形成の過程で、文化や伝統、民族の独自性がいかにして構築されたという議論に発展し

た [ハンドラー 1984 (1996) : 132-141]。その国の「民族」とされる文化要素を選び出す過

程においては「民族の文化として他者に提示できる要素を選びだす」こと、すなわち選択

性が働くことになる。太田はクリフォードを引用しながら、「真正な文化という考えかたは

つねに現在における解釈の結果」であり、「文化や伝統はある価値体系によって解釈された

結果、はじめて「真正さ」を獲得する」としている。 

  ルイス・ディアス、ソニア・シルベストレのような 70 年代世代の音楽家たちは、前述し

たように 1970 年代のヌエバ・カンシオン運動の中ではバチャータをドミニカの「真正なる」

文化要素として取り上げられることはなかった。しかしその運動により培われた民俗への

まなざしの中で、ディアスのように都市下層の大衆の文化実践に着目するものが現れた。

これらの活動家は大学教育を受けた音楽エリートであり、ドミニカの「真正なる」文化資

源を定義し選び取る側に属している。しかし、都市下層で「発見」した音楽要素をそのま

ま生かして再現するというよりむしろ、自分たちが実践する文化要素として「ふさわしい」

リズムや歌詞の要素を選び取りながら、全く異なる楽器で演奏を行った。また曲のアレン

ジも自由に行うなど文化要素を選別し、流用したのである。 

すなわち太田に依拠すれば、ディアスやシルベストレの 70 年代世代の歌手たちは、都市

下層の音楽実践の中から、自分たちが「民俗」だとみなす価値体系によって解釈し、「真正」

なる文化要素を選び出したということになる。この意味で、バチャータという名前を「民

俗性」のラベルとして使うことは、自らの文化実践に「真正さ」を与えると判断したと考

えられるのである。 

 

 しかし、この『ヨ・キエロ・アンダール』が世に出たのは 1989 年であった。バチャータ

は先述したように 1980 年代半ばには、アマルゲブームが起きたことに象徴されるように、

すでにバチャータは主流社会からの注目を十分に浴びていた。70 年代世代の歌手たちがバ

チャータ風の作品をリリースし始めたのは、このアマルゲブームの後であることは興味深

い。シルベストレはバチャータを仲間うちのパーティなどで楽しむことはあったと述べて

いる。しかし、バチャータを「真正なる」ドミニカの都市下層の文化実践から派生した作

品として、広く世に問うたのは、従来のバチャータ歌手たちが、ひとしきり注目を浴びた

あとのことだったのである。 

  

2) グラミー賞を獲得したバチャータ 

  シルベストレの『ヨ・キエロ・アンダール』で初めてバチャータという音楽ジャンルの

存在を知ったミュージシャンがいる。それはファン・ルイス・ゲーラ Juan Luis Guerra で

ある。ゲーラはサントドミンゴ生まれで米国のバークレー音楽院で学び、1982 年にドミニ

カへ帰国した。しばらくはテレビやラジオコマーシャルの作曲を行っていたゲーラは、1985

年に自らの音楽グループ、4:40（クアトロクワレンタ）を結成し、グループとしての活動を
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開始した。1990 年に発表したアルバム、『オハラ・ケ・ジュエバ・カフェ』Ojalá que llueva 

café（コーヒーの雨が降りますように）で農民の素朴な生活を歌い上げドミニカ国内外での

知名度を挙げたゲーラは、1991 年にアルバム、『バチャータ・ロサ』Bachata Rosa（バラ

のバチャータ）を発表した。発売直後より急速に売り上げを伸ばしたアルバムは、全世界

で 400 万枚を数える大ヒットアルバムとなり、1991 年の第 34 回グラミー賞のベスト・ト

ロピカル・ラテンアルバム部門でドミニカ人アーティストとして初のグラミー賞を受賞し

た。 

  この『バチャータ・ロサ』のアルバムには 10 曲収録されているが、アルバムタイトルに

もなっている『バチャータ・ロサ』という曲のほかバチャータの曲が 3 曲収録されている。

使われている楽器は、従来のバチャータで使われている打楽器に加え、ギター、ストリン

グ風のシンセサイザー、波の音の効果音など様々な音が使われている。すなわち、ゲーラ

のバチャータは先に述べた 70 年代世代のテクノ・バチャータ（ネオ・バチャータ）の流れ

を汲む音楽といえる。しかし、このアルバムで特筆すべきは、その歌詞にある。 ゲーラが

自ら作詞したこれらの曲は「ダブル・ミーニングの塊」[ドゥルック 1996: 27]と形容され

る。以下はこのアルバムに収録されている『ブルブハス・デ・アモール』Brubujas de amor(愛

のあぶく）から引用した一節である。 

 

Quisiera ser un pez  私が魚になれたなら、 

para tocar mi nariz   この鼻へ触りたい 

en tu pecera   あなたの水槽の中で 

y hacer burbujas de amor  そして愛のあぶくを泡立てられるなら 

por donde quiera   どこでもかまわない 

¡oh! pasar la noche en vela      ああ！一晩じゅうすごしたい 

mojado en ti.   あなたの中で濡れながら 

 

Un pez    魚なのだ 

para bordar de corales tu cintura あなたの腰を珊瑚で刺繍するための 

y hacer siluetas de amor  そして愛のシルエットをつくるための 

bajo la luna   月明かりの下で 

¡oh! saciar esta locura  ああ！この狂喜をみたしたい 

mojado en ti.   あなたの中で濡れながら 

 

 ここで、『バチャータ・ロサ』のヒットによる聴衆の変化について考察する。まず、ゲー

ラはドミニカ国外に対してバチャータの名を広く人口に知らしめたことにある。1990 年代

の初頭においては、バチャータという言葉は国外の音楽市場においてはほとんど流通して

いなかった。このゲーラの『バチャータ・ロサ』により、バチャータという名が広く知れ
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渡るとともに、ゲーラが創った『バチャータ・ロサ』の「バチャータ」が、ドミニカ共和

国のポピュラー音楽として、米国を始めとする音楽市場で流通するようになった。しかし

これは前述したように、70 年代世代のミュージシャンが創り上げたバチャータの一つのス

タイルにすぎなかったのである。この『バチャータ・ロサ』のヒット以降、ドミニカ国外

ではバチャータといえばこのゲーラが創り上げたスタイルのことを指すようになったので

ある。つまり、当時のバチャータに関して評されているように「バチャータ音楽の真髄が

バチャータ－どんちゃん騒ぎであるならば、ドミニカ人以外はバチャータとは程遠いバチ

ャータを聴いていることになる。」[ドゥルック 1996: 29]のである。  

   

ゲーラの音楽は、アメリカの音楽産業からは、サルサでもメレンゲでもないもの、とし

てうけとめられた。MTV インターナショナルからは、「ラテン・ポップ」カテゴリーに完

全にフィットするものとして受け入れられたのである [Manuel 1997: 116]。ではゲーラは

自らの音楽実践をどのように米国の音楽産業の中に位置づけようとしたのだろうか。 

以下では米国を中心とする音楽産業とゲーラの音作りについて、1990 年代前後のワール

ド・ミュージックブームとの関係を考察する。ワールド・ミュージックとは、1980 年代後

半にポピュラー音楽の領域で非主流な諸音楽スタイルを包摂する用語として定着した[輪島 

2003] 。輪島はワールド・ミュージック現象の定義を、「なんらかの形で「非西洋的」ある

いは「非主流的」な特徴を備えた音楽が、「先進国」に拠点を置くグローバルなポピュラー

音楽のシステムを通じて商品化され、流通、消費されるという特徴を持った「売り方」と

「買い方」のモードのことである。」[輪島 2002: 70-71] としている。米国の音楽産業に

とって、カリブの「知る人ぞ知る」音楽であったバチャータの音楽の諸要素に、近代的な

アレンジを施したゲーラの作品は、まさにこのワールド・ミュージックとして歓待された

のである。これは次のマニュエルの言葉に端的に示される。「ゲーラの折衷主義と洗練さは、

今日のドミニカ音楽の発展を示すものであり、土着の民俗ルーツを保ちながら同時にその

境界を一気に越え、国際的な作品になりつつあることを示すものだ。」[Manuel 1997: 116]  

  つまりバチャータの音楽要素を「流用」し、ドミニカ国外の米国を中心とする音楽産業

向けに「国際化」したのが、ゲーラが『バチャータ・ロサ』で行った音楽実践であったと

いえる。  

ゲーラの『バチャータ・ロサ』はそれまでのドミニカの音楽業界の常識を塗り替える大

ヒットとなった。400 万枚を超える数字はドミニカのアーティストとして驚異的な数字であ

り、ドミニカ国内においても衝撃的な出来事だったのである。では、ゲーラのバチャータ

はドミニカ国内でどのように聴衆によりうけとられたのか。ゲーラのアルバムは、ドミニ

カ人の中流階層の人々にとっては、「詩的」で品位ある作品として受け入れられた。ところ

がホセ・ドゥルックによれば、「ゲーラはバチャータ歌手（バチャテーロ）ではない。バチ

ャータの名前を使っただけだ。」[Dulúc, José][Manuel, Víctor]という評価を下しているの

である。 
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3)「境界」を超えたバチャータ 

  では、従来のバチャータ歌手はこのゲーラがもたらした「バチャータ」ブームにどのよ

うに反応したのか。 

  アントニー・サントスAntony Santosは、現在マジンベ34)・デ・ラ・バチャータEl Mayimbe 

de la Bachata（バチャータの守護聖人）というニックネームを持つ、現在抜群の知名度を

誇るバチャータ歌手である。 

  このアントニー・サントスの歌手としての経歴は、貧しい人々の成功物語として語られ

る。バチャータ歌いであるルイス・バルガス Luis Vargas のバンドでグイロとギターを演

奏していたサントスは、1987 年に独立し、自らのバンドを創設した。のちにヒット曲とな

る『ボイ・パジャ』Voy Pa'lla（あっちへ行く）は、録音はしたものの録音費用が払えず、

見るにみかねた友人が借金をして録音から一年後にようやく自主制作のカセット製作にこ

ぎつけた。しかしその当時はラジオ局からは無視されてラジオから流れてくることはなか

った。その後首都に出た彼は、カセットを携えてレコード会社を回るが門前払いが続いた。

ようやく契約をするレコード会社を見つけ、前払いで 5000 ペソというそれまでみたことが

ない金額のお金を手にして故郷に帰省した。[Batista Mato 2002: 77-79] 

  1992 年のヒット曲となった『ボイ・パジャ』は、バチャータとしては初めて、AM 局は

無論、FM 放送や TV などのメディアで大々的に流された最初の曲として人々の間で記憶さ

れている。女性のみのメレンゲグループであるラス・チカス・デル・カン Las Chicas del Can

がカバーしたのをきっかけに、サントスのこの「ボイ・パジャ」は社会現象のようなもの

を引き起こし、「ボイ・パジャ」（あっちへ行く）というのが一種の流行語となるほどであ

ったという。[ドゥルック 1996: 27, 石橋 2002c: 138-141 参考] 

このアントニー・サントスの歌の特徴は、一言で言えば「へたうま」であろう。この『ボ

イ・パジャ』は、男が理想の女を求めてどこまでも探し続けるという愛について歌ったも

のであるが、西洋音楽の音階に馴染んだ耳からいくと、「調子はずれ」の部分もあるし、声

の出し方や切り方もぶっきらぼうである。この「野性味／粗野感」あふれる歌い方、図太

いレキント35)の音色とパーカッションの演奏があいまって、独特の雰囲気を出している。

この音楽スタイルの特徴は、バチャータを 1960 年代から歌っている“泣きん坊”ルイス・

セグラの歌唱スタイルを基に、発展させたものであると考えられる。いわば「都市下層の

流儀」を正面に出したスタイルといえるのである。 

  では次にこの『ボイ・パジャ』を曲の特徴から考察する。『ボイ・パジャ』を聴くと、“泣

きん坊”ルイス・セグラなどそれまでの多くのバチャータの曲と比較すると、リズムセク

ションの拍のきざみ（特に 4 拍目）にアクセントがつけられているのが明らかにわかる。

つまり、踊るという視点でみた場合、曲のノリが良くなっているのである。これにより、

バチャータの踊りにも変化がおき、従来は男女が密着する踊りであったのが、男女が離れ、

より自由な振り付けを創造するようになった36)。このような演奏は、バチャータをよりリ
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ズミカルに踊ることを誘い込むのである。 

 このような曲の特徴は、バチャータの演奏や聴取の場を大きく広げることとなった。ギ

タリストであり編曲や作曲も手がける若い女性アーティストであるウアイナ・ヒメネス

Huayna Jiménez は、バチャータがそれまでと違う場で踊られるようになったことがバチ

ャータの普及に大きな影響を及ぼしたと述べている。ヒメネスによれば、バチャータはレ

コードからの収益よりむしろコンサートやライブから得られる収益の方が多く、また演奏

の場は、地域のお祭りや、家庭でのフィエスタ、例えばキンセーニャ（15 歳を祝う儀式）

なども増えたという[Jiménez, Huayna]。 

  このアントニー・アントスの「ボイ・バジャ」現象をきっかけに、それまでバチャータ

を聴くことがなかった中間層の人々も、このような「都市下層の流儀を正面に出した」バ

チャータを聴きはじめるようになったのである。 

 しかし、このサントスの『ボイ・パジャ』以前にも、このような音楽スタイルでバチャ

ータをうたうミュージシャン37)は存在したのである。ではなぜアントニー・サントスの『ボ

イ・バジャ』はこの時期にヒットしたのだろうか。この要因について、次節で分析する。 

 

2 バチャータ「越境」の要因 

1)「国民音楽」メレンゲに注がれる国外からのまなざし 

 この新感覚のバチャータが広く中間層に受け入れられるようになった背景を考察する。

それはドミニカ共和国の「国民音楽」とされるメレンゲという音楽ジャンルが海外でヒッ

トし、ミュージシャンや聴衆が、海外の音楽市場とのつながりを意識するようになったこ

とである。メレンゲは２０世紀の半ばまでには、独裁政権とよばれるトルヒーヨ大統領に

より、ドミニカの舞踊音楽として、国民各層に浸透した音楽となった。そのメレンゲが 1980

年代後半にはアメリカ大陸全土を席巻するようになった。このメレンゲの海外での商業的

成功により、ドミニカ国内の演奏家や聴衆は、自らの音楽に関する「国外からの目」を意

識するようになったのである。そのような中、ゲーラのアルバムがグラミー賞を受賞した

ことで、バチャータに関する中間層の人々の意識が変わったと考えられるのである。 

この意識の変化を考察するために、ドミニカの「国民的音楽」とされるメレンゲの国外

での評価について分析する。メレンゲは 19 世紀半ばにカリブ海域で大流行した舞踊音楽の

ひとつである。楽器としてはギター（のちにアコーディオン）、打楽器のタンボーラ、ひょ

うたんや金属の表面を木や金属の棒でこすって音を出すグイロなどが使われた。1930 年か

ら 1961 年までドミニカで独裁政権を敷いたトルヒーヨ大統領により、メレンゲはドミニカ

の舞踊音楽としての位置づけを得、ドミニカの国民音楽として国民各層に広く浸透した音

楽となった。このメレンゲはメレンゲ・シバエーニョ（ドミニカ中西部のシバオ地方のメ

レンゲ）といわれ、ドミニカの典型的な農民音楽として、民俗文化の表象とされており、

ドミニカの音楽伝統について語られる際には必ず参照される音楽の一つになっている。一

方、1960 年後半からはメレンゲに管楽器やリズムセクションを加えた新しいタイプのメレ



37 

ンゲ、オルケスタ・メレンゲ（メレンゲ・オーケストラ）が出現し、その近代的なサウン

ドから国際的にも知名度が高いドミニカのポピュラー音楽とされている。 

 

写真６:メレンゲ・ティピカの演奏（2005 年 5 月） 

 

 しかしメレンゲは 1980 年代以降、ラテンアメリカ圏をはじめとするラテン系ダンスシー

ンに不可欠な存在となって以来、音楽が生まれたドミニカ共和国という土地から急速に離

れていき、様々な「雑種」が生まれていった。それは音楽生産と消費の拡大を意味し、メ

レンゲの伝播を促進した。たとえば、1993 年ごろには、メレンゲとダンス音楽を融合した

メレンゲ・ハウス38)やメレンゲ・ラップと呼ばれる音楽が生まれ、このような音楽は、従

来のラテン音楽をターゲットとした市場から、ダンスシーンからも注目されるようになり、

メレンゲの名を広めた39)。 

  

このように、1980 年代以降はメレンゲの国外での成功により、演奏家や聴衆は海外に対

しても目もむけるようになった。このような中、ファン・ルイス・ゲーラが『バチャータ・

ロサ』でグラミー賞を受賞した。これにより、ドミニカ国内のバチャータに関する認識が

変化し、バチャータに関する中間層の意識が変わったと想定されるのである40)。 

そしてこの変化の背景としては、ドミニカ社会の変化が投影されていると考えられるの

である。これについては次節で述べる。 
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2) 1990 年のバリオをめぐる社会変化 

 1980 年代から 1990 年代にかけては、バリオの中でも住民組織が立ち上がり、主流社会

に対して影響力を行使したり、海外からの出稼ぎ者による送金による消費経済の拡大など

影響力を増してきた。 

1992 年はコロンブス渡来５００年祭にあたり、当局はサントドミンゴ旧市街北側のバリ

オを美化再開発計画のため、撤去しようとした。しかし、バリオ住民の運動によりその計

画は撤回され、さらに、そばを流れるオサマ川の浄化作業に取り組み、汚染の原因が上流

の工場であることをあきらかにした。[山田 1997: 120] 

  また、アメリカ合衆国への移民が果たした社会的・経済的影響もこの時期に増大した。

1960 年代以降には米国への移民が増大し、1978 年以降は毎年 17,000 件以上の米国の移民

ビザが発給されている。公式の移民ビザを取得せずに観光ビザで米国に入国し、そのまま

不法滞在するものや、プエルトリコやメキシコなどの第三国を経由して米国に不法に入国

するものもおり、1990 年現在、米国本土に住むドミニカ系住民の数は 30 万人から 50 万人

と見積もられていた。移民者の移民前の職業は農村部での中規模土地保有農家から、都市

部の専門職まで様々であったが、その移民の動機としてはより多くの収入を求めるという

経済的なものが多かった。[Georges 1990: 38-45] 41) 

  ダリオ・テヘダはこのような米国からの移民がドミニカ本国へ及ぼした社会的影響につ

いてこのように語った。 

 

 ドミニカの農村出身者でニューヨークへ出稼ぎに出た移民の中には、ニューヨークで

お金を貯め出稼ぎから戻ってくるものもいて、これら農村出身の出稼ぎ者が田舎で馴染

んでいた音楽はバチャータでした。稼いだお金を手に年末のフィエスタにバチャータの

バンドを呼んだり、バチャータのレコードを購入したりする人々もいました。[Tejeda, 

Darío] 

 

  このような出稼ぎ者が故郷の家族や親戚へ送金する額は、1984 年には 2 億 2900 万ドル

に達した。これは、最大の輸出産業である砂糖の輸出合計額が 2 億 8800 万ドルであること

[Vargas-Lundius 1991: 336]を考えても経済的に大きなインパクトのある金額である。この

送金による耐久消費財や娯楽財への購買力が増大した。2001 年のあるバリオでの調査によ

ると、調査対象の 4,240 世帯のうち、海外に家族が居住している世帯の数は 1,117 世帯で全

体の約 26％を占めている。そのうち子供が海外に居住している世帯が多い（23.1%）。また

居住国としてはアメリカ合衆国が 71.7%で圧倒的に多く、続いてヨーロッパ（11.9％）、中

米（9.5％）となっている [Coodegley 2002]。 

 このように経済的な結びつきを通じても都市下層の人々は主流社会への影響力を行使し

ていったのである。 
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3) 「文化的正統性」とバチャータ 

  ここで、バチャータの歴史を「場」の「文化的正統性」の考え方と結びつけて考察す

る。 

まず、これまでのバチャータの歴史を簡単に振り返る。バチャータは都市下層の人々が

都市のバリオで行っていた独特のギター演奏が基になって生まれた音楽ジャンルである。

それは既存の音楽の模倣から始まり、それを流用してバリオの生活を読み込み独自なスタ

イルを生み出した。バチャータの音楽の特徴は、下層階層の生活実践を反映した歌詞と、

ギターのレキント42)などに示される音色の甲高さにある。これらの要素は、バチャータの

音楽的特徴として、他の音楽ジャンルとバチャータが識別される弁別的指標のひとつであ

る43)。これらの弁別的指標とされるものは、中上流階層の人々から、都市下層の人々の音

楽文化実践が表されたものとして、嫌悪の源泉とされてきた。しかし、これらの指標は、

バチャータが社会的境界を越境していく過程において、他者にとって模倣することが困難

な、強烈な文化卓越の要素としても作用することとなった44)。 

「場」においては、その「場」の参与者（音楽の場合は、演奏者・聴衆・音楽産業など、

バチャータという音楽にかかわる集団）は、他人との卓越化をもとめて争うことになる。

ここで「文化的正統性」の概念を導入する。バチャータ誕生初期におけるバチャータの音

楽「場」においては、「負45)」の「文化的正統性」はまだ構築されていなかったといえる。

バチャータの流通の場は限られており、主流の音楽産業やミュージシャンたちと交じり合

うことはなかったのである。しかし次第にバチャータの音楽産業が主流の音楽産業とは独

自に構築されるにつれて、場への参入者（ミュージシャン）も増え、バチャータの「負」

の「文化的正統性」が形成された。そして、ダブル・ミーニングを使った「猥褻」なバチ

ャータが多く生み出されたことに示されるように、バチャータミュージシャンたちはバチ

ャータの「場」において「負」の「文化的正統性」を求めて争ったのである。 

ヌエバ・カンシオン運動の流れを汲むミュージシャンが、バチャータに着目し、バチャ

ータの音楽の中にある音楽要素を取捨選択して、自分達の音楽に採用し、その曲がヒット

したことでこのバチャータの音楽「場」に変化がおきた。もともとヌエバ・カンシオンの

運動は対抗文化運動の性格をもっていた。したがって、彼らの文化運動は、主流社会に対

抗する文化要素が必要であった。そこで採用されたのが、バチャータのもつ「民俗」性で

あり、バチャータの「場」の「負」の「文化的正統性」だったのである。この「場」の変

化は、ゲーラの『バチャータ・ロサ』の国際的成功により、一気にその力を強められた。

その後、アントニー・サントスの「ボイ・パジャ」現象にみられるような「バリオの流儀」

を強烈に保持したバチャータがヒットするようになる。ここに至り、中間層の人々も、バ

チャータの音楽「場」の「負」の「文化的正統性」を受け入れるようになったと考えるこ

とができるのである。 

    



40 

結論 

本論文はカリブ海ドミニカ共和国発祥のポピュラー音楽であるバチャータの階層的・地

域的「越境」過程について考察した。この音楽ジャンルの誕生の背景となったのは、産業

構造の変化により、農村部から都市部へ移民してきた人々であった。この移民は都市部の

バリオに住み、そこでは独特の音楽文化が生まれた。 

バチャータとは、元来庶民階層の人々が催した音楽の「宴」のことを指す言葉であった

が、そこから転じて音楽ジャンルの呼称として使われるようになった。バチャータの音楽

の特徴は「都市下層のハビトゥス」を強烈に発露したものであり、中上流階層からは「低

俗」として批判を浴びた。 

このバチャータが「越境」を果たした大きな要因として、ヌエバ・カンシオンと呼ばれ

る社会政治体制に対して音楽活動を通じて異議申し立てを行う社会運動の中で、バチャー

タの「民俗」性に着目する音楽家が現れたことであった。これらのミュージシャンがバチ

ャータの音楽要素を流用した作品を発表し、その曲がヒットしたことで、それまでバチャ

ータを「趣味が悪い音楽」として積極的に聴かなかった人々が、次第にバチャータを聞く

ようになった。 

この動きを決定づけたのが、グラミー賞を受賞したバチャータのアルバムであり、バチ

ャータの名を広げた。それらの海外からの評価がそれまでバチャータを好まなかった人々

の意識を変え、その後、従来の音楽スタイルを保ったバチャータの音楽も広く主流社会の

音楽産業を通じて流通するようになったのである。 

本稿を閉じるにあたり、今後の課題について記しておきたい。本研究では、音楽消費側

の調査についてはフィールドワークにおける時間の制約もあり、十分な聞き取り調査を行

うことができなかった。特にバチャータが「越境」していく部分については、中間層の人

へ聞き取り調査やサンプル調査を行うことで、階層とハビトゥスの関係を明確に提示する

ことができると思われる。 
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注

                                                   
1) 南田は、ロックの「場」における「文化的正統性」の指標として、アウトサイド指標、アー

ト指標、エンターテイメント指標を導入し、ロック「場」におけるこれらの指標間の力学を描き

出している[南田 2001]が、ここでは指標の考え方には立ち入らない。 
2) 職種からラテンアメリカにおける階層を人口統計を用い分析した Portes によれば、生産手段

や労働力の選択をもたないインフォーマル・プロレタリア階級に属する人々の割合は、ボリビア

の 86.2％を筆頭にホンジュラス、エクアドルと続き、ドミニカ共和国においては 73.3％（1970
年）である。[1985: 22-23] 
3) 共和国期（1844 年－1916 年）には北部のシバオではタバコをはじめカカオやコーヒーなど

の農産物の生産が盛んとなった。この背景としてはヨーロッパでのタバコ需要の拡大と、アメリ

カ合衆国、ヨーロッパ諸国を中心とする海外の商人による資本参加が挙げられる。[Betances 
1983: 63-64] 
4) ドミニカ共和国はカリブ海域の北部に位置するエスパニョーラ島の東部約三分の二を占める

共和国である。 
5)  1871 年当時の人口は 150,000 人から 207,000 人とみられる。[Hoetink 1982: 5] 
6) このようなプランテーション経済における土地所有形態の変化はドミニカだけにみられるも

のではなく、他のカリブ海地域や中米の一部にもみられる。小池は土地所有形態の歴史的形成過

程から３つの地域類型を挙げている。１）メキシコや中央アンデスの高地など、先住民やメステ

ィーソが支配的な地域にみられるアシエンダ型ラティフンディオ。２）カリブ海域や中米の一部

など、アフリカ系住民ないしメスティーソが支配的な地域にみられるプランテーション型ラティ

フンディオ。３）南米南部の温帯地域やコスタリカなど、ヨーロッパ系住民が支配的な国にみら

れるような自営農民的型である。[小池他 1999: 74-76] 
7) 土地所有の偏在はラテンアメリカに多く見られる。土地所有の分布状況をジニ指数で示した

場合、係数 0.6 以上の上位 17 カ国中、10 カ国をラテンアメリカが占めている。ドミニカ共和国

のジニ係数はラテンアメリカではパラグアイ、ブラジル、ウルグアイ、パナマに続き第 5 位で

ある。[小池他 1999: 75] 
8) 幡谷によればラテンアメリカにおける都市化過程は経済発展過程との関係からみて以下のよ

うに位置づけられる。1930 年代にはいり輸入代替工業化が開始されると工業都市が形成された。

その多くは国内大量消費地への近接性と、金融・行政その他サービス部門へのアクセスの良さか

ら行政都市の近くに作られた。1950 年代以降の都市化の特徴としては、農村部から都市部への

国内人口の移動が挙げられる。農村ではミニフンディオの半プロレタリアート化や離農により余

剰労働力がうまれ、その人々の多くは、工業化に伴う都市の社会設備投資が拡充した都市部へ移

住した。しかし流入するだけの過剰労働力を吸収するだけの雇用機会を第二次産業はもたず、第

三次産業、しかもインフォーマルセクターにおいて雇用吸収がなされた。[幡谷 1995: 271, 274] 
9) 都市部とは行政府庁がおかれている市・郡を指すと定義される。[幡谷 1995: 253] 
10) ラテンアメリカにおいてはアルゼンチンのペロン、メキシコのカルデナスなどがポピュリス

ト政治家として代表とされる。 
11) バリオ・ポプラールはドミニカ共和国の都市問題に関する諸文献で大衆居住区を指すのに広

く用いられている用語である。この大衆居住区の呼称は国により異なる。例えばブラジルではフ

ァヴェーラ favela、コロンビアではバリオ・ポプラール barrio popular、アルゼンチンではビー

ジャ・ミセリア villa miseria などの語が用いられる。[幡谷 1999: 3] 
12) バリオという名称は、行政の下部組織としての呼称としても一般に用いられる。 
13) メレンゲはドミニカ共和国において、19 世紀半ばにはドミニカ共和国をはじめカリブ海域諸

国で大流行していたダンス音楽である。メレンゲの起源については諸説ある。詳細は[石橋 
2002a: 120-133]、[Austerlitz 1997: 16-18]を参照せよ。 
14) 本稿において引用した聞き取り資料については、以下の形式で示す。[証言者姓、証言者名] 
証言者プロフィールとインタビュー日時については巻末のインタビュー協力者一覧を参照のこ

と。 
15) 様々な出自集団における集団内部での慣習行動の共有という考え方については[草島 2004: 
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69]にヒントを得た。 
16) この農村的生活様式の再生産の考え方についてはオスカー・ルイスの「貧困の文化説」に依

拠する。[ルイス 2003: 18-19] 
17) バリオで奏でられていたギター音楽は、バチャータと呼ばれる以前にはギター音楽をはじめ

様々な呼び方をされていた。 
18) オルケスタ・メレンゲは、ドミニカの代表的な民俗音楽であるメレンゲ・ティピカに管楽器

やパーカッションを追加した編成で演奏される音楽ジャンルのこと。単にメレンゲとしても知ら

れる。詳しくは第三章第二節(pp.32-33)を参照のこと。 
19) パシーニによればルチャ・ソノーラとは音楽資源の配分をめぐる音の争いのこと。 
20) コルマドとは、主に酒類や、食料や日用品なども販売している家族経営がほとんどの小規模

の商店であり、店の中、もしくは前に椅子やテーブルを並べ、客が座って飲食できるところが多

い。中にはジュークボックスが備え付けられているものもあり、音楽を聴くことができる。 
21) ドミニカ共和国において、ラジオ放送は 1940 年代末から 1950 年代初めに急速に普及した。

1955 年には、31 のラジオ局があり、ラジオ受信機の数は 15,000 台であった[Menéndez Alarcón 
1992: 16]。トランジスタラジオの出現により、1960 年の初めにはラジオの普及が進んだ[Días, 
Luís]。 
22) 例えば次のようなメッセージであった。「ベルトレ・オティリオさんへ、バラオナのコラザ・

キンタさんから、探していた仕事がみつかったのですぐに来るようにとの伝言です。」[Hoy 1983
年 10 月 20 日 p11] 
23) あるインフォーマントは、自らは中流階層の出なのでバチャータは好んで聴かなかったと前

置きしたのち、大学生のとき通学途中のバスの中でバチャータをよく聴いていたと語った。

[Elizabeth Cristina Machuca との 2005 年 12 月 8 日の電話での会話による。] 
24) 原文は Los Espectáculos de "amargue" [Hoy 1983 年 8 月 25 日: 29]。 
25) 原文は Canción amargue no es trasnochada[Hoy 1983 年 8 月 4 日: 29]。 
26) インターネット資料 Wayne, David. Sexual Double Entendre Bachata- Doble Sentido 
  http://www.iasorecords.com/index.cfm?secid=4&subsecid=104  2005 年 11 月 28 日閲覧 
27) ひょうたんや竹などの中に固い種子などを入れ、振り鳴らす打楽器で、先住民起源といわれ

る。[平井他 1995: 155] 
28) タンボーラについては p.14 参照。 
29) フィエスタとはお祭りの意味だが、通常はホームパーティのことを指す。 
30) コンビテとは集合的農業の形態を指す言葉。 
31) コンビテ、エクスプレシオン・ホベンなど在ドミニカのミュージシャンが多数出演した他、

海外からはチリのメルセデス・ソーサ、キューバのノエル・ニコラ、スペインのビクトル・マニ

ュエルなど当時のヌエバ・カンシオン運動をリードする、著名なミュージシャンが招待され、演

奏した。   
32) プロフィールについては巻末のインタビュー協力者一覧を参考のこと。 
33) メレンゲ･ティピカについては注 18)を参照のこと。  
34) マジンベとは家長 Jefe または守護聖人の意[Batista Mato 2002: 84]。 
35) レキントとは、普通より 5 度（スペイン語でキント）高くチューニングするギターのチュー

ニングの技法、ならびにその技法を用いてチューニングされたギターを指す。レキントにはもと

もとレキント・ギターとして製作されたものと、通常のアコースティックギターにカポタスト（弦

を押さえる器具）などを付けて音色を高くしたものの 2 種類がある。このレキントの音の特徴

は、通常のギターより甲高い音が出ることである。この一種安っぽいとも形容されるギターの音

色は、トレモロを多用した主に曲後半のソロの部分などで目立つ。 
36) バチャータを含め、メレンゲやサルサにおいても、足の運びであるステップの順番が決まっ

ているわけではない。すべてのペアが同時に同じ踊りを披露することは通常の状況ではありえな

い。男女ペアで踊る場合は男性の踊りのリードに基づき、即興で「技」を組み立てるなど創意工

夫がなされるのが普通である。 
37) ルイス・バルガスやテオドーロ・レジェスがあげられる。 
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38) 池戸はメレンゲ・ハウスで大ヒットとなった最初の音楽は「プロジェクト・ウノ」の「エル・

ティブロン」であるとしている [池戸 2002: 205]。 
39) さらにこの傾向は加速している。1990 年半ば以降は、プエルトリコ出身のメレンゲ歌手が

国際的な音楽市場に多数進出し、ヒット曲を多く出した。 
40) この理由については 3 節(p.34)で述べる。 
41) これらの移民は、米国の主にニューヨークのマンハッタン北部のワシントン・ハイツ付近へ

その多くが居住し、1970-1980 年の間の調査によると、移民グループ間でもっとも低い収入と

教育レベルであった。[Georges 1990: 46] 
42) レキントについては注 35)参照。 
43) もちろん歌詞や楽器そのものが弁別的指標となっているのではなく、それらの素材を使い音

楽作品を作られる過程には、様々なミュージシャン自身の創意工夫に代表されるような個々の歌

手のスタイルというものが存在することは論をまたないし、詳述したように、バチャータのスタ

イルの変化というものは、具体的な音楽作品、すなわちヒット曲を通じて人々の間で語られる。

しかし本論では個々人の音楽実践の集合体としての集合的なバチャータの音楽スタイル（と考え

られるもの）がどのように主流社会との交渉を通じて構築されたのかという論述により重きをお

くことにする。 
44) 今日においても、バチャータ歌いとして音楽市場に参入する人々の圧倒的多数はドミニカの

農村もしくは都市下層を出自とした（いる）人々であり、その階層以外の人々や特にドミニカ系

以外の出自の人々、特に外国人がバチャータ歌手になる例は現在のところみられない。またバチ

ャータの歌詞で使われる言語はスペイン語のみであり、例えばその他の言語で歌われるバチャー

タというのはドミニカの国外市場においてもほぼ皆無といえる状態である。（ただし例外として

ハイチ系移民によりクレオール語で歌われるものもある。） 
45) ここで「負」というのは、主流社会のいわば「正」の文化的正統性に対抗する概念としてで

ある。 
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インタビュー協力者一覧 

本論文におけるインタビューは、2004 年 5 月から 2005 年 10 月まで断続的に行った約一

ヶ月のフィールド調査において実施したものである。名前の横の年月日と地名はそれぞれ

インタビューを行った日付と場所を示す。 

 

- Brenes, Cholo （チョーロ・ブレネス）2005 年 10 月 11 日、サントドミンゴ 

社会学者、音楽プロデューサー。1974 年 11 月に開催されたドミニカ史上最大のヌエバ・

カンシオン運動のイベントを企画。自らもエクスプレシオン・ホベンという音楽グループ

を結成した。現在は音楽プロデュース業に専念し、現在までに 36 人のドミニカ人アーテ

ィストの音楽作品をプロデュースしている。ソニア・シルベストレが歌った『ヨ・キエロ・

アンダール』もブレネスによるプロデュースである。ドミニカ音楽業界の動きにも詳しい。 

 

- Díaz, Luís（ルイス・ディアス）2005 年 5 月 2 日、サントドミンゴ 

ピエドラ・ブランカボナオ出身。サントドミンゴ自治大学心理学部卒。在学中にヌエバ・

カンシオンのグループであるコンビテの活動に参加し、アフロ系宗教実践音楽に関心をも

って音楽活動を開始する。作曲やギター・うたなどの演奏活動などを通じてコンビテの主

要メンバーとして活躍。コンビテ脱退以降も音楽活動を続け、1987 年に『ヨ・キエロ・

アンダール』というヌエバ・カンシオンの流れを汲むバチャータのヒット曲を作詞・作曲

する。ロックとメレンゲを融合するなど音楽ジャンルの幅を超える実験的な音楽活動を行

うミュージシャンとしても知られる。 

 

- Dulúc, José（ホセ・ドゥルック）2005 年 10 月 16 日、ニューヨーク 

演奏家、作曲家。アフロ系宗教実践において演奏される音楽に詳しい。サントドミンゴ自

治大学在学中にルイス･ディアスと出会い、音楽活動を開始する。その後、ドミニカのカ

ーニバルのテーマソングを作曲するなど演奏活動を盛んに行っているミュージシャンで

ある。 

 

- Jiménez, Huayna（ウアイナ・ヒメネス）2005 年 10 月 11 日、サントドミンゴ 

ギタリスト、アレンジャー、作曲家。サントドミンゴでギターやピアノを学んだのち、フ

ロリダへ音楽留学を果たす。帰国後、ソニア・シルベストレ、フェルナンド・ビジャロー

ナなどと一緒に演奏を行うなど国内での音楽活動を展開している。 

 

- Manuel, Víctor（ビクトル・マヌエル） 2005 年 10 月 11 日、サントドミンゴ 

バチャータ歌手。シバオ出身。3 歳のときにサントドミンゴへ家族と移住。12 歳のとき

にテレビの歌番組に出場し高い評価を得る。その後、バチャータを歌ったアルバムを 2
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枚発表。端麗なルックスと繊細な歌回しで今注目される若手のバチャータ歌いの一人であ

る。90 年代に新たなバチャータのスタイルを生み出したアントニー・サントスを尊敬し

ている。 

 

- Mármol, Roldán（ロルダン・マルモル）2005 年 10 月 13 日、サントドミンゴ 

ラ・ベガ生まれ。作曲・演奏家。音楽作品のプロデュースも手がける。レコード会社であ

るテレケ・ディスコ代表。 

 

- Rosario, José (ホセ・ロサリオ)  2005 年 10 月 12 日、サントドミンゴ 

唯一バチャータを 1960 年代から放送していた AM 局、ラジオ・グアラチータの音楽ディ

レクター。東部のハト・マヨール・デ・レイ出身。1979 年から現職。放送メディアにお

けるバチャータの流通、音楽産業などの動きに詳しい。 

 

- Tejeda, Dagoberto（ダゴベルト・テヘダ）2005 年 10 月 14 日、サントドミンゴ 

社会学者、民俗学者。ドミニカ民俗学界の重鎮。サントドミンゴ自治大学で教鞭をとるほ

か、ドミニカ民俗研究所の所長でもある。ドミニカ共和国のアフロ系宗教実践に関する著

作多数。コンビテの創立メンバーの一人でもあり、ドミニカのヌエバ・カンシオン運動で

も活動の中心的役割を果たす。 

 

- Tejeda, Darío（ダリオ・テヘダ）2005 年 5 月 1 日、サントドミンゴ 

サン・ホセ・デ・オコア生まれ。ドミニカ音楽研究家。ドミニカカリブ研究所所長。サン

トドミンゴ自治大学政治学部を卒業後、プエルトリコにて修士号取得。2005 年 4 月にドミ

ニカ共和国シバオにおいて開催されたカリブ海の音楽に関するフェスティバルの企画を行

うなど、ドミニカの音楽文化啓蒙に関する活動で近年注目を浴びている若手研究家の一人。 
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