ǈƱǚǄ
この本は TBS ラジオの番組、
「ジェーン・スー 生活は踊る」
「アフタ

こうしたミュージシャンたちの取り組みは、日本で暮らす私たちにも

ー6ジャンクション」
「荻上チキ・Session-22」
「荒川強啓デイ・キャッ

大きな勇気を与えてくれると思います。本書でも紹介しているビヨンセ

／社会的トピックに関連する解説を抜粋して再構成し、さらに音楽メデ

では、彼女を歴史的な「コーチェラ・フェスティバル」のステージに向

激動する近年のアメリカ社会のなかでポップミュージックはなにを歌っ

ていますが、これは私たちが生きていくうえでもひとつの指針になりう

チ！」
「ザ・トップ5」などで放送した音楽特集からアメリカの政治的

ィアに寄稿したコラムや評論、書き下ろしを加えて書籍化したものです。
てきたのか、2014年から2020年上半期までの動向を世界最高峰の音楽
賞「グラミー賞」を軸にして時系列でまとめています。

しばしば日本ではミュージシャンが政治的発言をすること、作品で政

治的題材を扱うことの是非が議論になりますが、アメリカにおいては是
非もなにもなくそれが当たり前のことになっています。特に近年、黒人
差別と警官の暴力に抗議する社会運動「Black Lives

Matter」（黒人の命を

軽視するな）が広く認知され始めた2014年、そして人種差別や女性蔑視な

どの問題発言を繰り返したドナルド・トランプがアメリカ大統領選に勝

利した2016年ごろからは、ミュージシャンが政治的／社会的メッセー

ジを発信する機会が急増しています。

本書は、そんな混迷するアメリカの社会情勢のなかで不正を告発し、

人権の尊重を訴え、偏見や差別の撤廃を求めたミュージシャンたちの闘

のドキュメンタリー映画『Homecoming: A Film by Beyoncé』（2019年）

かわせた動機として黒人女性作家マヤ・アンジェロウの言葉が引用され
るでしょう。インタビュアーから次の世代へのアドバイスを求められた
アンジェロウは、こんなふうに答えています。

「真実を語ること。まず自分に。そして子供にも。それから、いまを生

きること。過去を否定しないこと。この国をいまより良くする責任が自
分にあると知ること」

巻末には、本書で紹介している楽曲のプレイリストを掲載しています。

サブスクリプションサービスなどを利用して、実際に音楽を聴きながら
読んでもらえると幸いです。

2020年9月 高橋芳朗

いの記録です。扱われているテーマは、LGBTQ、黒人差別、移民排斥、
フェミニズム、ボディポジティブ、銃規制、気候変動など。声を上げた
ミュージシャンのなかには日本でもよく知られているアメリカの国民的

なスターも多く、彼らのメッセージが実際に社会を動かすケースも少な
くありません。
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Ȧȗȫȯȗȫ発、
同性婚ȉȱɐȜȑɇȄ

（2014年01月29日放送）
「荻上ȕȁ・Session-22」

ここでは、今回のグラミー賞の受賞作や授賞式でパフォームされた楽

まずはマックルモア & ライアン・ルイス (Macklemore & Ryan Lewis) の

「Same Love」
。このふたりは、ワシントン州シアトルで2008年に結成

現役米大統領ǄǡǤ初Ǉ同性婚容認発言
2014年1月16日、ロサンゼルスのステイプルズ・センターで開催され

た第56回グラミー賞授賞式。今回のセレモニーの傾向を端的に言うな

らば、LGBTQ を題材にした作品、LGBTQ をサポートする作品が目立

った印象がありました。おそらく、この背景には近年のバラク・オバマ

大統領による同性婚支持の動きがあるのでしょう。2012年5月、オバマ

大統領はアメリカ ABC テレビのインタビューで「同性婚を認めるべき」
という旨のコメントをしましたが、現役のアメリカ大統領が公の場で同
性婚を容認する発言をしたのはこれが初めてのことでした。

その後2013年1月、オバマ大統領は2期目の就任演説で改めて同性婚

された白人ヒップホップデュオ。2012年に「Can't Hold Us」と「Thrift

Shop」の2曲の全米ナンバーワンヒットを放って一躍ブレイクしました。
彼らは今回のグラミー賞で最優秀新人賞や最優秀ラップアルバム賞など
計4部門を受賞。これは最多受賞となったダフト・パンク (Daft Punk) の5

部門（最優秀レコード賞、最優秀アルバム賞、最優秀ポップデュオ／グループ賞、最優秀ダンス／

エレクトロニカ賞、最優秀エンジニアアルバム賞）に次ぐ成果でした。

惜しくも受賞は逃したものの、最優秀楽曲賞にノミネートされていた

「Same Love」はマックルモア & ライアン・ルイスのアルバム『The

Heist』の収録曲。これは2012年2月、マックルモアが彼の地元ワシン

トン州で同性婚法が成立したことにインスピレーションを得てつくった
ものです。マックルモアをこの曲の制作に向かわせた動機には彼のおじ

支持を表明。この発言に対してはレディー・ガガ（Lady Gaga）をはじめ、

さんがゲイだったこともあ

イ（Janelle Monáe）、マルーン 5（Maroon 5） のアダム・レヴィーン（Adam

「Same Love」のシングル

しています。同年の6月にはアメリカの連邦最高裁が全米のすべての州

さんと彼のパートナーのポ

ジャスティン・ティンバーレイク（Justin Timberlake）、ジャネール・モネ

Levine）、シンディ・ローパー（Cyndi Lauper）ら多くのアーティストが賛同

で同性婚ǫ合憲ǁƲǤ判決を下しましたが、こうした状況が LGBTQ 関連

の作品を評価する機運を高めていったのはまちがいないでしょう。

るようで、そんな経緯から

のジャケットにはそのおじ
ートレイトが使われていま
す。

● 同性婚ǫ合憲ǁƲǤ判決
2015年6月26日、ǶȵȾǿ合衆国連邦最高裁判所ǈ、国内ǇƲǒƿǇ州ǀǇ同性
結婚ǫ認ǚǤ判決ǫ出ưƸ。ƬǥǄǡǣ、ǶȵȾǿ合衆国ǄƣƝƿ同性婚Ǉǿȗȫ
ȿǈ異性婚Ǉǿȗȫȿǁ平等Ǉ権利ǫ得ǤƬǁǄǃƼƸ。2020年現在、同性婚及
ǌ登録ȥɐȜȞɐȋȗȫǃǂ、同性ǿȗȫȿǇ権利ǫ保障ƲǤ制度ǫ持ƽ国／地域
ǈ世界中Ǉ約20% ǄǁǂǗƼƿƝǤ（
「NPO 法人 EMA 日本」調ǒ）。

8

ȲȗȃȿȶǶ & ȽǸǶɇ・ȿǸȍ
「Same Love」
（2012年）

9

2014年／第56回ȄȽȳɐ賞授賞式

Same Love 〜Ʋǒƿƥ平等Ǉ愛
LGBTQ Ǉ権利ǫ求ǚǤ歌

2014

2014

LGBTQ をサポートする曲をつくること自体が極めて異例だったことが

挙げられます。メジャーレーベルに所属するようなアーティストとして
は、ほぼ前例はないといっていいでしょう。

て偏見を抱いていたことを打ち明けます。

小学生ǇƬǦ、俺ǈ自分ƥȆǸƹǁ思ƼƿƝƸ／ƹƼƿ絵ǫ上手Ǆ描ƨ
ƬǁƥǀƦƸư、ƣƱƮǬƥȆǸƹƼƸư、部屋ǛȁɀǸǄ片付ƪƿƝ
ƸƤǢ／涙ǃƥǢǄ母親Ǆ「僕ǈȆǸǃǇƤǃ？」ǁ訴ơƸǢ「ƛǃƸ

これはなぜかというと、マチズモ（男性優位主義）がはびこるヒップホッ

プの世界ではいまだにホモフォビア（同性愛嫌悪）が根強く、そんななかで

LGBTQ を支持する声を上げることは大きなリスクを伴うことになるか
らです。大げさに聞こえるかもしれませんが、LGBTQ へのサポートを

ǈ幼稚園ǇƬǦƤǢƳƼǁ女Ǉ子ƥ好ƦƹƼƸǡ」Ƽƿ／ƶǥǀ自分ƥ
先入観Ǆ囚ǨǥƿƝƸƬǁǄ気ƥƽƝƸǬƹ

アートのセンスに長けていてキレイ好き、というのはアメリカにおけ

表明することでシーンからの反発を受け、キャリアに支障をきたしたり

るゲイのステレオタイプ。導入はちょっとユーモラスなところがありま

モア & ライアン・ルイスは、そんな状況もかえりみず「Same Love」

部を糾弾していきます。

アーティスト生命をおびやかすような事態にもなりかねない。マックル

のリリースに踏み切ったというわけです。ただ、同時期にはジェイ・Z

すが、このあとはぐっとシリアスなトーンに移行してアメリカ社会の暗

(Jay-Z)、T.I.、50セント (50 Cent) といった大物ラッパーがオバマ大統領の

同性愛ǈ生ǗǥƽƦǇǛǇǃǇǄ、保守派Ǉ人々ǈƶǥƥ彼Ǣ個人Ǉ性

ューチャー」（Odd Future Wolf Gang Kill Them All）に所属するシンガーソング

変ơǡƟǁưƿƝǤǬƹ／「勇敢ǃǶȵȾǿ」ǃǬƿ言ƟƨƴǄ、自分

同性婚容認発言に賛意を示したほか、ヒップホップクルー「オッド・フ

ライターのȩȽɇȃ・Ǿɐȋȷɇ (Frank Ocean) ƥǿȳɇȄǶǺȜするなど、

ヒップホップ界の LGBTQ に対する意識が大きく変わり始めた時期で
はありました。

立ƺ上ƥǤǁƦǈƝǗ
「Same Love」の歌詞を書くにあたって、マックルモアはどういうス
タンスで臨むべきかたいへん悩んだそうですが、タイトルに込められた

「不安や恐れを取り除けばそこには同じ愛（Same Love）がある」というメ

ッセージなど、彼の誠実な態度に胸を打たれる実に感動的な内容になっ

格ǄǡǤǛǇǀ治療Ʋǥǉ治Ǥǁ思ƼƿǤ／人間本来Ǉ性質ǫ人為的Ǆ
Ƹƺƥ理解ǀƦǃƝǛǇ、未知ǃǛǇǫƝǗƹǄ怖ǥƿǤ／神様ǈ誰Ǆ
ǀǛ分ƪ隔ƿǃƨ愛ǫ与ơƿƨǥǤǈƳǃǇǄ、3500年前Ǆ書ƤǥƸ
本（旧約聖書）ǫ自分ƸƺǇ都合ǇƝƝǡƟǄ言Ɲ換ơƿǤǬƹ

さらにマックルモアは、ヒップホップカルチャーのホモフォビアにつ

いても言及。この勇気ある提言を経て、曲はいよいよクライマックスに
向かっていきます。

Ǜư俺ƥȆǸƹƼƸǢ、ƦƼǁȦȗȫȯȗȫǄ嫌ǨǥƿƝƸƹǦƟ／

YouTube ǇȇȵɇȜ欄Ǆǈ毎日ǇǡƟǄ「ǃǬƹǡ、ȆǸǘƸƝƹǃ」
ǃǬƿȇȵɇȜƥ書Ʀ込ǗǥƿǤ／Ȧȗȫȯȗȫǈ抑圧ǑǇ抵抗ƤǢ生Ǘ

● ȩȽɇȃ・ǾɐȋȷɇǇǿȳɇȄǶǺȜ
2012年7月、大型新人ǶɐȚǷȍȜǁưƿ注目ǫ集ǚƿƝƸȩȽɇȃ・Ǿɐȋȷɇ
ƥ「初恋Ǉ相手ǈ男性ǀƛƼƸ」ǁƝƟƬǁǫ公表ưƸ。彼ǈ「ǿȳɇȄǶǺȜǫ
ưƸ日Ǉ夜ǈ、赤Ǭ坊ǇǡƟǄ泣ƝƸ」ǁȵțǷǶǄ打ƺ明ƪƿƝǤ。

10

ǥƸ文化ƹƼƸǈƳǃǇǄ、俺Ƹƺǈ同性愛者ǫ受ƪ入ǥǡƟǁưǃƝ
／ǘǬǃ相手ǫ罵倒ƲǤǁƦǄ「ȯȶ野郎」ǃǬƿ言Ɵƪǥǂ、Ȧȗȫ
ȯȗȫǇ世界ǀǈƶǬǃ最低ǃ言葉ǫ使ƼƿǛ誰Ǜ気Ǆ留ǚǝưǃƝ／
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性婚を容認する時代の風潮はもちろん、ヒップホップアーティストが

ています。マックルモアはまず曲の冒頭、子供のころ LGBTQ に対し

2014

「Same Love」が注目を集めた理由としては、先ほど触れたような同

ưǡƟ／俺ǇƣƱƮǬƸƺƥ法律ǄǡƼƿ結ǉǥǤ、ƶǇ日Ǘǀ／Ǜƺ
ǦǬ、紙ǄǡƼƿ証明ƮǥƸǁƬǦǀǃǄǛƤǛƥ解決ƲǤǨƪƱǜǃ
Ɲ／ǀǛ、出ƹưǁưƿǈ上々ƹ／法律ǀǈ俺Ƹƺǈ変ǨǢǃƝ／俺Ƹ
ƺ自身ƥ変ǨƼƿƝƤǃƨƺǜƝƪǃƝ／信ƱǤ神ƥǃǬǀƛǥ、俺Ƹ
ƺǈǋǁƽ／恐怖ǫ払ƝǇƪƸ先ǄƛǤǇǈ、Ʋǒƿƥ平等Ǉ愛／立ƺ

「People Get Ready」をサンプリングしたもの。この曲は60年代の公

民権運動を象徴するプロテストソングで、マックルモアがラップする「The

same fight that led people to walk-outs and sit-ins」（これは行進や座り込

みで応戦した公民権運動と同じ戦いなんだ）という歌詞と見事にリンクしています。

このあたりの曲のバックグラウンドを踏まえた引用も含め、
「Same

Love」はメッセージソングとして非常に緻密な構造をもった曲といえ
るでしょう。

上ƥǤǁƦǈƝǗǃǬƹ

まるで、ひとつの名演説を聴き終えたような高揚感があるマックルモ

。ここではその一部を紹介しましたが、機会が
ア渾身の「Same Love」

あればぜひ全編の歌詞を読んでみてください。

ȄȽȳɐ史Ǆ残Ǥ合同結婚式
「Same Love」についてさらに補足しておくと、ゲストボーカルとし

今回のグラミー賞授賞式において、マックルモア & ライアン・ルイ

スはこの「Same Love」を披露しました。これがなんとも粋な演出を
交えたパフォーマンスで、主催者は会場に同性／異性を交えた計34組

のカップルを招待。
「Same Love」は彼らの合同結婚式を祝福するウェ

ディングソングとしてパフォームされたのです。大団円には、これまで
のキャリアを通じて LGBTQ を支援してきたマドンナ (Madonna) がサプ

ライズで登場。自身の1986年のヒット曲「Open Your Heart」を歌っ

てセレモニーに華を添えました。34組の婚姻はカリフォルニア州の結

てフィーチャーされている女性シンガーはマックルモアと同郷シアトル

婚立会人資格を持つラッパー／歌手のクイーン・ラティファ (Queen

バート (Mary Lambert)。彼女は「Same Love」がヒットしたあとの2013

これはグラミー賞の歴史に

出身、レズビアンで LGBTQ アクティビストでもあるメアリー・ラン

年7月、その「Same Love」のサビのフレーズを引用したシングル「She
Keeps Me Warm」を発表しています。タイトルからもうかがえる通り、
「彼女が言うの／みんなが私たちのことをジ
この曲も題材は LGBTQ。
ロジロ見てくるのはふたりが最高にお似合いのカップルだからだって／
もう日曜日に教会に行っても泣いたりしない／愛は忍耐強く、やさしい
ものだから／彼女だけが私をあたためてくれる／彼女こそが私のぬくも
り」と歌い上げる切実な歌詞は、
「Same Love」のメッセージに奥行き

を生み出すことにつながっています。

また、
「Same Love」の曲中で鳴っている穏やかなピアノのフレーズ

はカーティス・メイフィールド (Curtis Mayfield) が在籍していた R&B ボー

12

Latifah) によって公式な結婚と認定されるなど、細部への配慮も怠りなし。

残るステージとして語り継
がれていくことになるでし
ょう。

● 公民権運動
ǶȵȾǿǄƣƝƿ人種差別ǫ禁止Ʋ
Ǥ「公民権法」
（Civil Rights Act）
Ǉ成立ǫ要求ƲǤ運動ǇƬǁ。Ƭǥ
ǄǡƼƿ法律上Ǉ差別ǈ禁止ƮǥƸ
ƥ、社会ǇȋȍȚȴǁưƿǇ差別ǝ、
個人ɀȭȿǀǇ偏見ǈ現在Ǆ至ǤǗ
ǀ根深ƨ残ƼƿƝǤ。

ǸɇȫɀȗȋȻɇȎ
『People Get Ready』
（1965年）
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Ǉ人々ƥ平等ǄǃǢǃƝ限ǣ、自由ǈǃƝǬƹ／俺ǈ全面的Ǆ支持ƲǤ
ǡ／再生Ȱȓɇǫ押ƲǬƹ／一時停止ƱǜǃƝ／前ǫ向Ɲƿ、Ʈƛ行進

カルグループ、インプレッションズ (The Impressions) の1965年のヒット曲

2014

俺ǈȆǸƱǜǃƝƤǛưǥǃƝƥ、ƶǬǃƬǁǈ重要ƱǜǃƝ／Ʋǒƿ

。これは彼女のメジャーデビューアルバム『Same
「Follow Your Arrow」

Trailer Different Park』の収録曲です。ケイシーは1988年生まれ、テ

キサス出身のカントリーシンガー。このアルバムが全米カントリーチャ
ートで1位を獲得したことにより脚光を浴びた彼女は、今回のグラミー

賞で最優秀新人賞など4部門にノミネート。最優秀カントリーアルバム

賞と最優秀カントリーソング賞の2部門を受賞しています。

先ほどマックルモア & ライアン・ルイスの「Same Love」を紹介し

た際、ヒップホップのマッチョな世界ではホモフォビアが根強く、

LGBTQ 支持を表明することは非常に大きなリスクを伴うという話をし

ましたが、それはカントリーミュージックに関しても同じことがいえま

す。アメリカでカントリーの人気が高いのは、中西部から南東部の「バ
イブルベルト」と呼ばれるȁȾȍȜ教保守派が多い地帯。このエリアで

は同性愛を嫌悪する傾向が依然強く、カントリーのアーティストが

LGBTQ へのサポートを表明すると彼らから激しいバッシングを受ける

恐れがあります。

ケイシーはバイブルベル

トに含まれるテキサス州の
出身ですが、2003 年には

同じテキサスのカントリー
バンド、ディクシー・チッ
クスがイラク戦争に踏み切

った共和党のジョージ・

しをくらったのに加え、CD の廃棄運動が行われるなど、満足な活動が

できない状態にまで追い込まれてしまいました。この一件以降、カント
リーのアーティストにとって保守層を刺激するような言動は御法度とさ
れていますが、ケイシーの「Follow Your Arrow」はそんななかから

生まれたヒット曲になります。

自分Ǉ好ƦǃǡƟǄ生ƦǡƟ
「Follow Your Arrow」のタイトルは直訳すると「あなた自身の矢を
追いかけろ」となりますが、これはつまり「自分の好きなように生きよ
う」という意味。保守的な環境で、旧来的な価値観を押し付けられてい
る若者を解放するメッセージソングになっています。

│
││

結婚ƲǤǗǀ純潔ǫ守ƼƸǢ退屈ǃǋǁ／守ǢǃƤƼƸǢ売春婦呼ǉǨ
ǣ／ǗƼƸƨƣ酒ǫ飲ǗǃƤƼƸǢƣ堅Ɲǋǁ／ǀǛ、一杯ǀǛ飲Ǭƹ
Ǣ酔Ƽ払Ɲ扱Ɲ／ȔǸǼȗȜǀƦǃƤƼƸǢƸƹǇțȪ／ǀǛǝƴƲƧ
ƸǢȸȃ中ƹƼƿ／ǝƼƿǛȔȵƹư、ǝǢǃƨƿǛȔȵ／ƹƼƸǢƦ
ƼǁǝƼƸǔƟƥƝƝ／ƛǃƸƥ望ǙƬǁǃǢǃǬƹƼƿ
ƹƤǢ大騒ƧưǡƟ／ȁȍưƸƤƼƸǢƲǥǉƝƝ／男Ǉ子ƹǦƟǁ、
女Ǉ子ƹǦƟǁ／ǛưƶƟưƸƝǁ思ƟǃǢǆ／品行方正ǃ生Ʀ方ƥ窮
屈ǄǃƼƿƦƸǢ、ȲȾȩǵȞǀǛ吸ơǉƝƝǡ／別ǄǝǢǃƨƿǛƝ
ƝƪǂƮ／ƸƹƛǃƸǇ心Ǉ矢ǫ追ƝƤƪǥǉƝƝ／ƶǥƥǂƬǄ向Ƥ
ƣƟǁǛ／ƛǃƸ心Ǉ矢Ǆ従ƟǇ／ƸǁơǂƬǄ飛ǬǀƝƼƿǛ

W・ブッシュ大統領を批

判したことにより保守層の
ȅǸȋɐ・ȲȍȄɀǸɈȍ
『Same Trailer Different Park』
（2013年）
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● ȁȾȍȜ教保守派
伝統的ǃȁȾȍȜ教Ǉ信仰ǁ実践Ǆ重Ʀǫ置ƨ人々ǇƬǁǫ指Ʋ。反同性愛ǝ反中
絶Ǉ立場ǫ取ǤƬǁƥ多ƨ、因習ǃǂǄ囚ǨǥǃƝȾȭȽȿ派ǁǈưǉưǉ対立Ʋ
Ǥ。一般的ǄȝȞȿȝ・ȜȽɇȫǇ支持基盤ǁǛ言ǨǥƿƝǤ。
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続いて紹介するのは、ケイシー・マスグレイヴス（Kacey Musgraves）の

2014

猛反発を浴びています。彼女たちはカントリー系のラジオ局から閉め出

ǿɇȜȾɐȳȹɐȌȗȃǁLGBTQ

こと歌詞に関してはなかなかに攻めた内容といっていいでしょう。実際、
ケイシーは所属レーベルから「この曲をシングルとして出すのはラジオ

でのエアプレイにおいて自殺行為だ」と忠告されたそうですが、彼女は「リ

スクをとる価値がある」とリリースを強行。結果、ラジオでは予想通り

Arrow」にも通底するエンパワメントソングになっています。

ƛǃƸǈ素敵ǃ人ǄǃǤƬǁƥǀƦǤ／言葉ǫ武器ǄǛ薬ǄǛ変ơǤƬ
ǁƥǀƦǤ／社会Ǉǈǘ出ư者ǄƮǥǤƬǁǛ、愛Ǆ飢ơƸ人ƸƺƤǢ
反発ǫ受ƪǤƬǁǛƛǤƤǛưǥǃƝƪǂ、ǀǛ自分Ǉ意見ǫ主張ƲǤ

冷遇されたものの、全米カントリーチャートで最高10位をマークするヒ

ƬǁƹƼƿǀƦǤ／言葉以上ǄƛǃƸǫ傷ƽƪǤǛǇǈǃƝ／ƶǇ言葉

事最優秀楽曲賞を受賞するなど、カントリー界に新風をもたらしました。

ǁƦǄǈ暗闇Ǆ覆ǨǥǤƬǁǛƛǤƤǛưǥǃƝ／ǀǛ、私ǈǃǄƤƥ

今回のグラミー賞授賞式でケイシーは「Follow Your Arrow」をパフ

出ưƿ／正直ǀ勇敢ǃƛǃƸǫ見ƸƝ／言ƝƸƝƬǁǫ言Ƽƿ／ǃǄǛ

ットを記録。2014年の CMA アワード（カントリーミュージック協会賞）では見

ǈ肌Ǉ下Ǆ染ǘƽƝƸǢ、心ǇǃƤǄǁǂǗǣ続ƪƿ光ǫ奪ƼƿƝƨ／
起ƦǤǬƱǜǃƝƤƼƿ思ƼƿǤ／言ƝƸƝƬǁǫ言ƣƟ／Ʋǒƿ吐Ʀ

ォームしましたが、実は彼女が最優秀カントリーソング賞を受賞した楽

。それでもあえて
曲は同じアルバムに収録された「Merry Go 'Round」

「Follow Your Arrow」を歌ったあたりに、ケイシーのアーティストと

しての矜持、そして今回のグラミー賞の気分がよく表れていると思います。

正直ǀ勇敢ǃƛǃƸǫ見ƸƝ
最後はサラ・バレリス（Sara Bareilles）の「Brave」
。彼女は1979年生まれ、

ロサンゼルス出身のシンガーソングライター。2013年の時点ですでに

10年近いキャリアがあるアーティストです。

サラ・バレリスは今回のグラミー賞で最優秀アルバム賞と最優秀ポップ

ソロパフォーマンス賞の2部門にノミネート。惜しくも受賞は叶いません
でしたが、授賞式では大御所シンガーソングライターのキャロル・キング
とのコラボで彼女の名曲「Beautiful」と共に「Brave」を披露しました。

マイクロソフトの CM にも使用されていた「Brave」は、サラが

ƤǛǏƺǗƪƿ／正直ǀ勇敢ǃƛǃƸǫ見ƸƝƤǢ

サラ・バレリスはレズビアンの恋愛を題材にした2004年公開の映画『彼

女が彼女を愛する時』に出演した過去もあり、それがまた「Brave」の

メッセージに説得力をもたらしているところもあるのでしょう。ちなみ

に彼女、2011年5月に来日公演を開催した際には東日本大震災の被災地

に自ら足を運んでボランティア活動を行っています。

以上3曲、LGBTQ を扱った作品がグラミー賞の授賞式で3曲もパフ

ォームされたことの意義は
途轍もなく大きなものがあ

ると思います。これが今後
のポップミュージックの動
向にどのような影響を及ぼ
すことになるのか、引き続

き注目していきましょう。

LGBTQ をカミングアウトすることに躊躇していた友人に向けて書いた

曲。そんな背景から現在では LGBTQ アンセムになりつつあるようです。

タイトルの「Brave」には「勇敢な」
「立派な」などの意味がありますが、

16

ȉȽ・ȤɀȾȍ
『The Blessed Unrest』
（2013年）
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Your Arrow」は体裁こそオーソドックスなカントリーソングながら、

歌詞は先ほど取り上げたケイシー・マスグレイヴスの「Follow Your

2014

あえてそういうアプローチをとったのかもしれませんが、
「Follow

