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ジャマイカのダンスホール音楽における
「バッドマニズム」の社会的特質

―キリスト教的男性性との関係の考察を通して―

二宮健一 ������� ���������

神戸大学大学院博士後期課程

��ダンスホール文化と男性性
ダンスホール音楽は ����年代以降のジャマ

イカで、ルーツ・レゲエに代わって主流となって
いるポピュラー音楽の形態である。この音楽は
�������と呼ばれる独特の歌唱法、サウンド・シ
ステムと呼ばれる音響設備、その轟音が創出す
る野外のダンス空間、流行のダンス・ムーブや
ファッションなどにより一般にダンスホール文
化と呼ばれる音楽文化を形成している。ダンス
ホール文化は、ジャマイカにおける主要な娯楽で
ある。特に貧困層の人々には最も身近な娯楽で
あり、なかでも若者にとってシンガーや������

としてのキャリアは希少な経済的・社会的成功
のチャンスを与える経路としての魅力を持つ。

�ラジオ ��、クラブ �� などと区別するため、本論では
ジャマイカでしばしば使われる「������」という表記を用
いる。現地のポピュラー音楽における歌い手は、シンガー、
������、これらの中間的スタイルの ��	
 ��� に大別でき
る。このうち、ダンスホール音楽と最も関わりが深いのが
������ である。������ の歌唱法は、ヒップ・ホップにお
けるラッパーの歌唱法に似るが、「パトワ語 �������」と呼
ばれる声調言語的なクレオール言語で歌われ、より音程が
明確で、簡単なメロディを持つ点などが異なる。

また、ジャマイカの音楽文化はグローバルな
市場を持ち、観光を主要産業とするこの国の重要
な観光資源でもある。経済的効果の正確な測定
は難しいが、音楽商品・サービス市場の総価値は
���の約 ��％にも上るともいわれる ��������

����� 	���� ��。ダンスホール文化はこれに大
きく貢献している。
一方で、ダンスホール文化の暴力的表現や性

的表現が犯罪多発や性的堕落などを助長して
いるとの批判も現地では強い。ジャマイカでは
����年代半ばに殺人事件が急増し、	���年に
は総人口 	�� 万人程度ながら年間殺人事件発
生数が ����件。動機はギャング関係が最多で
� ％、凶器は銃が ��％である �!"# 	����。性
に関しては、西洋的・キリスト教的な性規範が
教育されるにもかかわらず、��％もの子ども
が婚外子として生まれていることなどを �$��

	����、性的モラルの低さとして嘆く人も多い。
後に見るダンスホール文化の「ガン・トーク �%&�

���'�」「スラックネス �(��'��((�」「バッドマニ
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ズム �)�*+���(+�」などの要素はこれらの問題
を助長しているとして非難されてきた。
	���年前後から盛んになったダンスホール

研究には、こうした批判的風潮を反映し、性や
暴力の表現とその背後にある男性性に注目した
ものが多い ���%� ",,-�. 	���� �� ���/ 0,-�

	���1 	����。また、����年代後半に欧米から
波及した男性性研究でも、男子の社会化におけ
る ������の影響の大きさがしばしば指摘され
た ���%� 2.,3� ��* "��4����( ����� 

�。この
ように、ダンスホール文化の男性性は、ダンス
ホール文化、さらにジャマイカ社会の問題を読
み解く上でも重要な参照点となっている。
本論は、ダンスホール文化を特徴づける男性

性とみなされてきた「バッドマニズム」の社会的
特質を考察する。先行研究は、バッドマニズムと
ジャマイカの社会体制・秩序との関係に注目し、
支配・抵抗という枠組みでこの男性性を議論し
てきた。本論はそうした枠組みを離れ、ジャマイ
カにおいて「ヘゲモニックな男性性 ���%�+,��

+�(&�������」の位置を占めるキリスト教的男性
性との関係を具体的事例に即して考察すること
により、バッドマニズムの社会的特質を明らか
にする�。

	�「ヘゲモニックな男性性」としてのキリスト
教的男性性
「ヘゲモニックな男性性」は、男性性研究の主
導者的存在である$�コンネルによって提示され
た概念である。コンネルは、男性性は一枚岩で
はなく複数形で存在するとしたうえで、「ジェン
ダー関係の所与のパターンにおいてヘゲモニッ
クな位置を占める男性性」を「ヘゲモニックな

�考察資料としては、主に ���� 年 �月、���� 年 �月～
���� 年 � 月、���� 年 �～� 月、���� 年 �～� 月の現地調
査で得られた聞き取り資料と楽曲歌詞を用いる。

男性性」と呼ぶ。この「ヘゲモニックな男性性」
は「家父長制の正当性の問題について今のとこ
ろ容認された答えを体現するジェンダー実践の
統合形態 �,�5%&.���,��」である。この男性性
を実際に体現できるのはごく少数の男性だが、
多くの男性はそれがもたらす「家父長制の配当
�-��.��.��� *�4�*��*�」、つまり男性全体の女性
全体に対する優遇にあやかる。一方で「ヘゲモ
ニックな男性性」は、階級・人種・性指向などの
差異と関連し、従属化された男性性、周縁化され
た男性性も生む �",����� 	�� 6��� 7� ������。
本論では、こうした「ヘゲモニックな男性性」

の視角を基本的枠組みとした議論を行う。コン
ネルは男性性・女性性を「ジェンダー実践の統
合形態」と捉え、この統合形態は分析方法によっ
て人格、性格、アイデンティティ、言説、イデオ
ロギー、文化、制度など様々なかたちで見出さ
れるものとする �",����� 	�� 6��� 7� �	��
�。
本論では、日本語としての語感を重視し、イメー
ジ的側面では「男性像」、価値・規範的側面では
「男らしさ」、アイデンティティ的側面では「男
性アイデンティティ」の語を使い分けるが、そ
れらは「ジェンダー実践の統合形態」としての
男性性の諸側面である。また、「バッドマニズ
ム」「キリスト教的男性性」の用語も、ダンス
ホールと教会から発信される男らしさのイデオ
ロギーのみでなく、その影響下での男性のジェ
ンダー実践、それらを通して形象化される男性
像なども構成要素とする統合形態を指すものと
する。
奴隷制・植民地支配の歴史を持つジャマイカ

は、肌の色が薄い少数の富裕層を頂点とし、肌
の色が濃い多数の貧困層を底辺とするピラミッ
ド状の人口構造を持ち、文化的にも中・上層で
は西洋的要素、下層ではアフリカ的要素が強い
という差異を持つ。そのため、男性性も一枚岩
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的ではなく、複数存在すると考えるほうが考察
しやすい。
そのなかで「ヘゲモニックな男性性」の位置

を占めるのはキリスト教的男性性である。福音
主義的教派による黒人への積極的伝道が始まっ
たのは奴隷制時代の ��世紀後半だった。福音
主義は ��世紀初頭のイギリス・ドイツで「リ
スペクタビリティ �.�(-���)������」と呼ばれる
価値観の形成の一翼を担ったが、ジャマイカで
も教会を通してこの価値観が教えられ、��
�年
の奴隷解放以後は黒人にとってキリスト教徒に
なることとリスペクタビリティの体得は社会的
地位上昇の手段であった。歴史学者 2� 8�ムー
アと 9� :� ジョンソンによると、��世紀後半
ジャマイカの中産階級で理想とされたリスペク
タビリティに基づく男性像とは、家族の長、妻
子を養う稼ぎ手であり、自制心を持ち、自身の魂
�(,&��の支配者であり、上品 �%������なふるまい
をする男性であった �9,,.� ��* !,��(,� 	����

�
��。
現在では「ジャマイカは �平方マイルあたり

の教会数が世界一多い国としてギネス・ブック
に登録されている」と多くの人が語るほど教会
が多く、キリスト教的男性性は、礼拝、路上伝道
集会、テレビ伝道、多くは教会により運営され
てきた学校教育などを通して発信されている。
その内容はムーアとジョンソンがリスペクタビ
リティに基づく男性性として説明したものと大
部分共通するが、特に強調されるのは性に関す
る「自制心」、なかでも婚前・婚外性交渉の禁忌
である。英語圏カリブ海地域では性的能力が男
らしさの重要な基準となっており �2.,3� ��*

"��4����( ����� 	
�、教会が説く性的規範を受
け入れてキリスト教徒になることは、大多数と
は異なる男性アイデンティティの形成を意味す
る �:&(����2.,,( ����� �	
�	��。

中産・上流階級の社会的地位のある男性には、
キリスト教的男性性を少なくとも表向きには体
現することが求められる。一方、貧困層ではダ
ンスホール文化で表象されるような非キリスト
教的な男性性が目に付きやすいが、福音主義的
かつ原理主義的な教会が多いこともあり、キリ
スト教徒としてのアイデンティティを強く持つ
男性も少なくない。
このように信仰に支えられた正当性を持ち、

社会的地位上昇や法的結婚や学校などの社会制
度とも関係したキリスト教的男性性は、ジャマ
イカ社会における「ヘゲモニックな男性性」だ
ということができよう。では、これに対してダ
ンスホール文化に典型的なバッドマニズムとは
どのような男性性だろうか。


�バッドマニズムをめぐる解釈
バッドマニズムは主に ������によって体現

される。������は一部の例外を除き男性で、そ
の多くが貧困層出身である。������ のタイプ
はいくつかに大別でき ���,�;,� 	���� ��
����1

0,-� 	���� 
��
	�、全てがバッドマニズムを体
現するわけではないが、多くは「スラックネス」
や「ガン・トーク」を歌うことでこの男性性を
体現する。
ジャマイカでは「スラックネス」は性的な放

縦さを意味し �",,-�. 	���� 	���、ダンスホー
ル文化では性的事項を露骨に歌う「猥褻」な曲
のことも指す ���,�;,� 	���� ����� �。例えば
ヴァイブズ・カーテル �<�); ��.����とスパイス
��-���による 	���年のヒット曲、=$�+-��%

��,->では、「俺のアソコはナイキ ���'��より
長い �どうしてほしい ���'��か言ってみな �俺
にしてほしい？それともバイク �)�'��みたい
に乗ってみたい？」などと歌われる。キリスト
教徒をはじめ、リスペクタビリティを遵奉する
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人々にとって、こうしたスラックネスは婚外子
出産の多さなどにも通ずる「性的堕落」を象徴・
助長するとされ、嘆き、叱責の対象となってい
る。一方、ダンスホール研究者の間では、女性
ファンからも支持され、女性������や女性ダン
サーによっても表現されるスラックネスは、西
洋中心的・家父長的な性規範からの黒人女性の
解放を意味するのか、あるいは男性支配の枠組
み内で行われているにすぎないのか、という議論
がなされた ��� %� ",,-�. 	���� 		1 ��1 ����	
/

0,-� 	���� �����/ ��,�;,� 	���� 	� �。
ガン・トークはギャングの銃撃戦を描写した

り、「銃」を象徴的に使って自分の �しばしば性
的能力の�強さを表現するものである。例えば
	���年のヒット曲、=?�� ��+ � �,> で、マ
バード �9�4�*,� は、「あいつら何してる、何
しようとしてる ��.�� �脊髄が空 �('��にぶっ飛
ぶぜ �俺は銃を借りたりしない、俺の金で買う
�)&�� �あのガキは死ぬ �*���ことになるぜ」な
どと歌う。ガン・トークは銃犯罪がはびこる貧
困層の現実を反映するだけでなく、男性の性的
能力の象徴的表現でもある �",,-�. 	���� � ��

  / 0,-� 	���� ���。貧困層の青少年の間で銃
は男性の性的能力の比喩として会話の中で使わ
れ �"��4����( ����� 
��
��、ガン・トークも
その延長とされる �0,-� 	���� ����	�。ダンス
ホール文化ではホモフォビアの表現も顕著であ
り、同性愛者がガン・トークの標的として歌わ
れることも多い �",,-�. 	���� �������。
こうしたスラックネス、ガン・トークを歌う

������は、しばしばバッドマン������と称さ
れる。「バッドマン」は「悪い」だけでなく「カッ
コいい」「強い」「タフな」男性という意味も持
ち、主にギャング的な男性を指す。日常生活で
は否定的意味で使われることもあるが、ダンス
ホール文化ではほぼ常に称賛をこめた肯定的意

味で使われる。また「ギャングスター」「シャッ
タ ���,����」�、現在はあまり聞かれないが「ルー
ド・ボーイ �$&*� 2,��」「ルーディ �$&*���」な
どの語も「バッドマン」と類似の意味で使われる
���,�;,� 	���� �����/ 0,-� 	���� ��/ ",,-�.

	���� ����。
人気 ������が実際に銃違法所持や殺人事件

関与などで逮捕・取調べされることも珍しくな
く、������のバッドマン的男性像は、虚構と現
実の境界が曖昧である。リスペクタビリティを
遵奉する人々の間では、こうした男性像が称賛
され影響力を持つことに危機感が持たれている。
父親不在の家庭が多い中で�、人気 ������が少
年たちの代替的ロール・モデルとなり、悪影響
を与えていると語られることも少なくない。
バッドマン賛美の性向を指して、現在では「バ

ッドマニズム」という語が人口に膾炙している
が、この語を広めたのは文学者"�クーパーであ
る。彼女によるとバッドマニズムとは、「輸入映
画のヒーローや悪党の服装面とイデオロギー面
での『スタイル』を、ジャマイカの若者たちが
模倣し適合させることを学び、複雑な社会化の
過程の中で精錬した演劇的提示 �",,-�. 	����

�������」である。クーパーの説明は、都市貧困
層でギャング抗争が増え、ルード・ボーイ �ルー
ディと呼ばれるギャング的な若者が顕在化した
����年代の状況を想定したものだが、他の研究
者も当時のハリウッド映画の影響、都市貧困層
における生存競争、二大政党と結びついたギャ
ング抗争、ポピュリスト的政治キャンペーンな
どを、バッドマニズムの形成背景として論じて
いる ���,�;,� 	���� �	/ �.�� 	���� ���1 �		�。
こうしたバッドマニズムについて、先行研究
�「シャッタ」は英語の �������� にあたる語彙。ギャン

グ集団に属するガンマンのこと。
�ジャマイカでは約 ��％の世帯で女性が世帯主となって

いる �����	 �	�  ��!�		�� ����" ���。
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は社会秩序や体制と関連させ、支配・抵抗という
枠組みの中で解釈してきた。クーパーはスラッ
クネス、ガン・トーク、バッドマニズムを、西
洋的基準に基づく善悪判断を拒む両義的なもの
とし、そうした両義性がもつ抵抗的性格を論じ
ている。例えば彼女は前出の説明に加え、「英雄
的『バッドネス』の土着的伝統」も存在すると
し、現在は国家英雄とされている植民地権力に対
する反乱のリーダーたちを例に挙げる �",,-�.

	���� ����。また、スラックネスは「法と秩序
に対する隠喩的な反乱であり、礼儀正しさの合
意基準への侵食 �",,-�. ���
� ����」だという。
政治学者@�グレイも、貧困層に顕著な「悪行

名誉 �)�*��((��,�,&.�」、特にその表現法として
のスラックネスに抵抗的性格を見出す。彼によ
ればスラックネスは伝統的な宗教価値や道徳に
対する侵害であり、ルンペンプロレタリアート
による社会闘争の道具である ��.�� 	���� 
���

� �。なかでもダンスホール文化は、「エロティッ
クさの称賛、性的卑猥さ、ギャングスターのラ
イフスタイルにより、不安定で守勢的な社会に
おける新たな戦線を展開した ��.�� 	���� 
� �」
という。
一方、人類学者��ストルゾフは、ダンスホー

ルのパフォーマンスは「人種・階級ヒエラルキー
と白人至上の植民地主義イデオロギー」に根本的
に挑戦しうる、と抵抗的性格を見つつ、クーパー
やグレイとは異なり、その「ミソジニー �+�(,%�

����、暴力のロマン化、ホモフォビア」は、「ヘ
ゲモニックな構造を強化する」という ���,�;,�

	���� ��。
カルチュラル・スタディーズの研究者��ホー

プも同様に社会的権力構造の中にバッドマニズ
ムを位置付けている。彼女によればダンスホー
ル文化のバッドマン称賛は、ジャマイカの文化
的、社会的、政治的空間において、行為者たち

が生きられた現実の中で行う「権力とアイデン
ティティの係争 �,���(����,��」が表現されたも
のである �0,-� 	���� ���。
これらの研究ではバッドマニズムの社会的特

質が抵抗的、両義的、係争など異なる形で解釈
されているものの、支配・抵抗という枠組み内
での議論に留まる点で共通している。こうした
議論枠組みは、ダンスホール文化が一般に抵抗
文化とみなされることや ������たちがしばし
ば権力者批判を歌うことなどを考慮すれば妥当
だが、多様な理解の可能性を予め制限すること
も否めない。例えば、クーパーも指摘している
ように、銃／ギャング賛美的なヒット曲を持つ
������ が別の曲では銃／ギャング批判のメッ
セージを歌うことは珍しくない �",,-�. 	����

�� ����。またグレイがスラックネスの説明で
附註するように、ギャング的な ������や「抵
抗的貧者」たちは中上流階級と全く別個の価値
の中で生きているわけではなく、キリスト教的
な価値や「礼節 �-.,-.�����の支配的規範」を奉
じ、それらをうまく使おう ��&%%���とする ��.��

	���� 
���。支配・抵抗という枠組みを超え出
るこうした側面も含めてより包括的にバッドマ
ニズムの社会的特質を理解するためには、新し
い角度からのアプローチが求められよう。次章
では、「ヘゲモニックな男性性」としてのキリス
ト教的男性性とバッドマニズムとの関係を考察
することで、支配・抵抗という枠組みにとらわ
れない理解を試みたい。

��キリスト教的男性性とバッドマニズム
バッドマン ������がキリスト教信仰に基づ

く歌詞を歌うことは珍しくない。ジャマイカで
は、キリスト教徒とは「罪深さ」を悔い改めて
「生まれかわり �),.� �%����」、キリストの教え
に従おうとする者という福音主義的理解が一般
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的である。そのためバッドマン ������は自分
をキリスト教徒とは言わないが、信仰心は持っ
ており、時節それが作品の中で発露する。	���

年頃からダンスホール・シーンを代表する人気
������ となっている前出のマバードもその一
人である�。彼は例えば =A �+ ,� ��� $,'>で、
「エホバよ、私を導いて下さい」と讃美歌の歌
詞を歌いつつ、次には「ヘリコプターが空から
地を照らし � 動くな、逃げるなと奴らは言う �

川から土手まで封鎖するが �俺の居場所はわか
りゃしない」と、警察に追われる逃亡者として
自己演出する。こうしたギャング的な自己演出
の一方で、体制に協力的な面も見せる。彼と前
出のヴァイブズ・カーテルは、ガン・トークを
含む誹謗的内容の曲を応酬し、曲中では互いの
出身コミュニティ間のギャング抗争のように演
出した。	���年には他の地域コミュニティも
巻き込んでの暴力事件が起きているとメディア
で騒がれ、同年 �	月には政府が介入し両アー
ティストの和解会合が開かれるに至った。翌年
�月にマバードは、その会合に同席した有名牧
師が率いる政府の平和回復活動に協力を表明し
ている。
筆者はマバードの出身コミュニティを訪れた

際、マバードとしばしば行動を共にし、彼を「自
分たちのドン、ゴッドだ」という 	�代で自称
ギャングスターの������、クライミス ��.�+�(�

に話を聞いた。彼は曲の中では「俺たちはセク
シー・ギャルをたくさん侍らせるぜ」などと歌っ
ているが、時おり教会に足を運んでおり、時期
が来ればキリスト教徒になるつもりだ、という。
このように直ちにはキリスト教徒にならない�な
れない理由として、男性から最も多く聞かれる
のが、性の問題である。キリスト教徒が婚前性

�彼の歌唱スタイルはより正確には ��	
 ��� だが、細か
く区別せず ������ として扱う。

交渉禁忌を唱えるのに対し、男性が独身期間を
性行為なしで過ごすなど不可能という考えが強
い。結婚後に後悔しないためには「袋の中の子
猫 �-&((� �� � )�%�は見ておかなければならな
い」という性的な慣用表現もよく使われ、婚前性
交渉禁忌が現実的ではないことも述べられる�。
さらに、バッドマニズムが影響力をもち「タフ」
であることが男らしいとされる若者の間では、
キリスト教徒は「ソフト」、すなわち優柔不断、
物腰が柔らか、軟弱で男らしさを欠くと軽蔑さ
れることも多く、回心が敬遠される一因となっ
ている。
キリスト教徒は「偽善者」だ、という語りも

しばしば聞かれる。	���年のヒット曲、シャ
ギー ����%%��の ="�&.� 0������>では、嫌々
教会に来た男性が女性教会員から内緒話を聞く
という形で、浮気妻と同性愛者の夫、ダンスホー
ル通いする女性教会員、献金を着服する執事、
女性を口説きに礼拝に来る男性など、教会に横
行するとされる様々な「堕落」が暴露される。
リフレイン部分では、「教会に行っているから、
自分の罪に赦しは要らないと思っている �だら
しない生活のせいで益々悪くなる。」と皮肉ら
れる。この曲が流行した年に筆者が福音主義的
教会とダンスホールの関係者に行った聞き取り
では、この曲は現実を歌っているとの共通見解
だった。
牧師は特に疑念や批判の対象になりやすい。

「雌鶏の群れを率いる雄鶏」に譬えられるほど
�"��4����( ����� ������、牧師と女性教会員と
の性関係の噂は多い。献金で私腹を肥やしてい

�ジャマイカの貧困層黒人の間では、「訪問婚 �!����	


#	��	�」「慣習法婚 �$�%%�	 &�� %�����
��」といった法的・
宗教的な認可のない夫婦関係が多く、こうした関係を長年
続けた男女が壮年期に結婚する例も多い。こうした慣習の
存在も、男性にとって教会の婚前性交渉禁忌が非現実的と
映る一因であろう。
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るという批判もよく聞かれる。例えば、ある貧
困層居住区で毎週ダンスホールを主催する 	�

代の男性は、「牧師は服の下に銃を隠している。
聖書を読み上げるだけで瞑想しない。」などと批
判する。但し彼はまた、「俺はキリスト教徒では
ないし、教会に行かないが、座ってマリファナ
�3��*�を吸って、瞑想する。俺のやり方で神に
祈る。それが俺のキリスト教だ。」とも語った。
このように、よく聞かれる牧師批判もキリスト
教自体を否定する立場からなされているわけで
はない。
一方、キリスト教徒男性とバッドマニズムの

関係はどうだろうか。福音主義が主流のジャマ
イカにおけるキリスト教的男性性は先述のとお
りリスペクタビリティに基づくが、実際のキリ
スト教徒男性によるその体現はあくまで部分的
である。��世紀に福音主義的教派が黒人の間に
広まる過程で、リスペクタビリティを体現しな
いキリスト教徒の出現は白人宣教師の悩みの種
だった �9,,.� ��* !,��(,� 	���� 	������。現
在でも貧困層の福音主義的教会の牧師には、服
装や言葉遣いなどは「上品」でありながら、「自
制心」を忘れたかのような荒々しく熱狂的な説
教を行う者も少なくない。����年代のカリブ海
地域での調査に基づき、体制順応的・女性的な
「リスペクタビリティ」と抵抗的・男性的な「レ
ピュテーション �名声�」という価値体系の併存
を指摘した人類学者 ��ウィルソンは、放蕩を尽
くした男性が回心して有能な説教師になること
が多いことから、説教師はこの二つの価値を両
方体現する存在だとした �?��(,� ��������。筆
者の調査でも、例えばある大きなペンテコステ
派教会の牧師に彼のオフィスで聞き取りを行っ
た際、牧師はデスクの表板シートに挟んでいた
数枚の写真を取り出して見せてくれたが、それ
はアメリカへの密入国で逮捕された時の写真や、

サウンド・システムの前でビールをあおる写真
など、回心前の若い彼の「悪い」エピソードを
示すものだった。説教でも彼はそうした体験談
をしばしば挿入するが、それらの体験は、人々
に向けて「深く語りかける」のに役立っている
という。
牧師に限らず、男性が公衆の面前で信仰告白

し過去の「罪」を語る際、本来「罪」の内容は多
様なはずだが、頻出する話題は薬物使用、ギャ
ング活動、収監体験、複数の女性との性関係な
ど、「武勲譚」ともとれるバッドマニズム的内
容である。キリスト教徒男性がリスペクタビリ
ティを奉じつつ同時に保持しているバッドマニ
ズム的価値観がこうした語りの実践を通して前
景化しているといえよう。
こうしたリスペクタビリティとバッドマニズ

ムの節合がより具体的に見られるのが、主にキ
リスト教徒向けのダンスホール音楽として����

年代後半に出現した「ダンスホール・ゴスペル」
を歌う「ゴスペル������」である。彼らの多く
はかつてバッドマン的な背景を持っていながら
回心したキリスト教徒であり、ゴスペル・コン
サートや路上伝道集会などを主な活動の場とす
る。教会の若いキリスト教徒から求められるエ
ンターテイナーでもあるが、貧困層の男性に対
する伝道者としての意義を主張する者もファン
や関係者を中心に多い。もちろん、ダンスホー
ルと教会は相容れず、教会にダンスホールの要
素を持ち込むべきではない、という批判も年配
のキリスト教徒を中心に根強い。特に批判が強
いのがガン・トークのごとく銃の比喩で霊的な
力を表現する曲である。もとより貧困層に多い
原理主義的な教会では鎧、楯、剣などでサタン、
悪魔、誘惑などを撃退する攻撃的な比喩表現も
なされるが、犯罪、ギャング、ダンスホールを
連想させる銃の比喩には抵抗が強い。一方、ゴ
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スペル ������は、しばしばステージ上での信
仰告白で過去のバッドマン的エピソードを語り
つつ霊的なガン・トークを歌うことで、回心後
も「ソフト」にならず、「カッコいい」「強い」
「タフ」といったバッドマン的能力の保持を表現
している。そうした表現によりゴスペル������

は若いキリスト教徒から人気を集め、また貧困
層の男性への伝道が可能と見なされている。

おわりに
ダンスホール文化のバッドマニズムはヘゲモ

ニックなキリスト教的男性性とどのような関係
にあるのだろうか。キリスト教的男性性は信仰
に支えられた正当性、社会的地位上昇や制度と
の結びつきなどの点で優勢な地位を占める男性
性だが、そのヘゲモニーは完遂しているわけで
はない。前章でみたように、キリスト教徒男性
に対する「堕落」の批判や「ソフト」さの軽蔑、
キリスト教的男性性の性的側面は非現実的との
評価などが見られ、キリスト教的男性性の正当
性が無条件に認められているわけではないこと
が分かる。
しかし、バッドマン的男性たちの多くはこの

ように牧師や教会を批判しながらもキリスト教
の信仰心は持っている。前章でみた「時期が来
ればキリスト教徒になる」という言葉にも表れ
ているように、現状の自分の生き方を問題なし
とはせず、将来的な回心を想定している場合も
ある。バッドマン的な過去を持つ牧師やゴスペ
ル ������の存在もそうしたライフコースが珍
しくないことを示している。また彼らの語りの
実践にはキリスト教的男性性とバッドマニズム
の節合による男らしさ表現も見られる。こうし
た状況から、キリスト教的男性性とバッドマニ
ズムは必ずしも二律背反的ではなく、組み合わ
せ、使い分けが可能であり、ジャマイカの男性

が男らしい男性として自己実現する過程におい
て相補的に機能する二つの男性性であるといえ
よう。
先行研究においてバッドマニズムの社会的特

質は、支配・抵抗という枠組みで議論されてき
た。確かに言説のレベルでは、「ヘゲモニック
な男性性」であるキリスト教的男性性を遵奉す
る人々はバッドマン ������を批判し、反対に
バッドマン ������はしばしばそうした人々の
間に見られる「堕落」を批判するなど、支配・
抵抗という図式に当てはまる様相も見られる。
しかし実践のレベルでは、バッドマニズムは前
章でみたように「ヘゲモニックな男性性」と組
み合わせ、使い分けがなされ、相補的に機能す
る様子が顕著に見られる。
章末で触れた、銃
やギャングに対する賛美と批判の間でのバッド
マン ������の立場の変転や、ギャング的男性
にみられるキリスト教的価値の信奉といった、
従来のような支配・抵抗の理解枠に収まらない
バッドマニズムの側面も、この男性性が「ヘゲ
モニックな男性性」とこうした相補的関係にあ
ると考えれば理解できよう。
バッドマニズムとキリスト教的男性性の関係

を考察するというアプローチは、これまで現地
のジェンダー研究が扱ってきた、男性と交際相
手の女性や家族との関係、男子の学業不振、男
性のジェンダーと犯罪多発との関係などの考察
にも有用と考えられる。この二つの男性性は、
ダンスホールや教会に限らず、世帯、職場、学
校、ストリートなどでも作用しているはずだか
らである。「ヘゲモニックな男性性」概念の再
検討や女性性、女性のエージェンシーも組込ん
だ考察などを課題に据えつつ、キリスト教的男
性性とバッドマニズムの関係性の考察をダンス
ホール研究を超えた領域まで広げていくことを
今後の展望としたい。
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