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セレーナの死と最新アルバムのヒット

音楽ファンならば周知の事実かもしれないが、昨年（1995年） 8月テハーノ（Tejano）・ミュージック

のクイーンであり、しかも次のマドンナとも目されていたセレーナ（SelenaQuimanilla Perez、英語で

はセリーナと発音される。メキシコ系アメリ刀入。）の最新アルバム Iドリーミング・オプ・ユ－J

料品位 7243-8-34123・2・7）が発売後まもなく米国のしコード売りよ：げランキング、ピルボードの1位にラ
デックヌ メ Jクス

ンクされた。 Ht：の，＠：はすぐにあけ渡したものの、しばらくの向上位に食い込んでいた。 TexMex音

楽としては史上初の出来事であった。米国の音楽評論家たちはほとんど初吟て耳にするこの女性シン

ガーのアルバムに沸き立った。しかし、セレーナは同年3月31日テキサス州コーパス・クリステイ

(Corpus Christi）市で殺害され、すでに歌わぬ人となった後だったC アルバムの売り上げが伸びたのは

アルバムの出来そのものよりもセレーナの死に対する人々の同情ないしは関心を示すものである、と

いった評価もなされた。いずれにせよ、この英語とスペイン語のクロスオーバー・アルバムを通じて

セレーナおよび彼女の胞は一躍米国全体で知られる存在となったO

筆者がセレーナの名を初めてに耳にしたのは、ユカタン＇（ Yucat釦）での 1年間のフィールドワークの

ためにメキシコに到着してまもなくであった。テレビでセレーナ殺害の報道が流れた。どうやらTex・

Mexとかいうジャンルの音楽の新進シンガーで、メキシコでもかなりの人気があるらしい。テレビに

映しだされた歌う姿のセレーナは上半身がゴルチエ風のブラ、下半身がスパッツというマドンナばり

の衣装で男性観客を挑発するようなものだったのまた、アイシャドーの色味を抑えて宿毛の黒さを強

調したアイメイクと真っ赤なルージュをひいた肉厚の大きな口もとがひときわ印象的であったο いず

れにせよ、その時は特別興味も抱かず、芸能界のひとつのスキャンダルとして聞き流した。ただ、

Tex-Mexという初めて開く音楽のジャンル名称と、彼女の多少ハスキーがかった歌声が耳に残った

おそらくラジオなどでそれとは知らずにセレ｝ナの曲をいくつか開いていたに違いない。しかし、

Tex-Mはという音楽がどのようなものであるのかを意識させるような特別のリズムを持った曲はひと

つもなかった。 Tex・Mex音楽に興味があったわけではないが、セレーナという謎に包まれたシンガー

の名前につられて、彼女の rizスーパー・ヒット曲集jを買って開いてみたO ほとんどがクンピア調

の闘で特に日新しいものではない。メキシコ北部の音楽の特設であるアコーデオンの演奏の入ったノ

ルテーニャ認の砲がひとつ入っている。あえてTex・Mexを感じさせる点と言えば、このノルテーニヤ

の存在と彼女の歌全体がメキシコのクンピアにはないある種の｜テクノJ性を持っているぐらいであっ

たO 要するに、メキシコの音楽を全体的にアメリカ1況にアレンジしただけといった印象を受けた。そ
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れが何故Tex・Mexと呼ばれねばならないのか、 Tex-Mexff'.交に対する謎は一府深まるばかりであった、

Tex－恥1ex

Tex司 MexとはテキサスIi'ilこ住むメキシコ系アメリカ人および彼らの文化を総称する言葉であるらし

い。メキシコ系アメリカ人はスペイン語では一般にチカーノ（chic四 o）と呼ばれるが、 Tex-Mexは彼ら

に対する英語圏からのひとつのローカルな呼称である。ところが、最近で辻メキシコでも Tex-Mexと

いう言葉がかなり頻繁にみかけられるようになヮたοTιx・Mex料理の専門店まで存去する。 Tex-Mex

料理はメキシコ料理をアメリヵナイズしたものであ札パ 1）パリに油で揚げたトルテイ｝ジャと野菜

をふんだんに使った糞沢な飾り付けが大きな特置である（と、食べ物に関心が薄く、またカンクン

(Cancun）でたった一度味わったことがあるだけの筆者は単純に理解している）。文化のアメリカ化が

進むメキシコはアメリカ製メキシコ料理まで輸入してしまヮたと言えなくもないが、メキシコ人にとっ

てTex-Mex料理はメキシコ料理ではないのかもしれなし～いずれにせよ、 Tex-Mex文化は自らを異な

るものとしてカテゴライズしたアメリカという宇土会のボーダーを超えて、インターナショナルなレベ

ルでひとつの文化的カテゴリーとして確固たる地位を獲得しつつあると見ることができょう。では、

そうしたτex”Mex文化、特にTex-Mロ音楽とは一体いかなるものなのかlコ

民族音楽研究家のマヌエル・ベーニャによると、 Tex-Mex音楽はメキシコ北部からテキサス南部に

かけて発生したものである。ブラウンズピル（Brownsville）、マタモロス（Ma回 10ros）からエル・

パソ（BPaso）、シウダ・ファレス（CiudadJuarez）までを結ぶ 1）オ・グランデJll沿い、およびオー

スチン（ Houston）までのメキシコ湾岸地域がその中心地である。 本来の南限はモンテレイ

(Monterrey）、北限はオースチン（Austin）あたりであるという。セレーナが生まれ育ったコーパ

ス・クリステイはまさにこのTex-Mex文化領域の中程lこ位置するメキシコ湾岸の一つの港町であるつ

Tex-Mex音楽は結婚式や 15才の誕生パ）ティーなどで行われるダンス・パーティーで演奏されてき

たダンス音楽で、俗にグループ（grupera）音楽とも呼ばれる。それは必ずボーカルを合んだ数名の

楽団によって演奏されるからである。メキシコではこのタイプの楽団はコンブント（conjuntol と呼

ばれる。こうした楽団は通常、楽器の他にスピーカーなどの音響設備を所有し、専用のトラックやパ

スでパーティー会場を巡業する。 Tex-Mexのグループも同様にパスで演奏会場を巡業する。このため

に、幼い頃から家族とともに音楽活動を始めたセレーナはまともに学校に行けず中学校を通信教育で

終了するのがやっとだった。

余談になるが、ユカタンでは10年ほど前からこのタイプの楽団が急激に増えるとともに、楽団その

ものが大きな変化を遂げている。村落部にロックやディスコなどのアメリカ音楽が浸透して行ったの

と時期的に重なっている。それまでは村祭りで行われるバイレ・ポプラールと言えば、演奏される曲

はクンピアと相場が決まっていたが、ほとんどこのグルペーラ・サウンズに取って代わられたと言っ

ていい。クンピア楽団とグルベーラ楽団の違いは、おそらく音楽そのものがクンピアをベースとしな

がらもロックやディスコなど様々な音楽の要素を取り入れている点に加えて、楽団の演奏がシヨ｝化

したことにある。以前クンピア楽屈はパーティー会場の片隅に申し分けなさそうに陣取って演奏して
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いたのに対し、コンブントはイルミネーション設備を備えたステ｝ジを組み、時にはドライアイスま

で流してショーを行なう。そのショーの下で人々が踊るのである。こうした変化はおそらくユカタン

だけに限った現象ではないはずであるσ それはメキシコの音楽のTex噂 Mex化であったと言つでもあな

がち間違いではないかもしれない。

ペーニヤによるとメキシコ系アメリカ人はダンス・パーティーを中心とした社会的なイベントを好

むο それは彼らに独自の社会的ネットワークを構成するメカニズムを提供してきたはずであるが、そ

れ以上にこうした機会および音楽は労働者階級の人々にとって最大の慰みを提供したという点で、

Tex-Mex音楽の発達は労働者階級の生活のあり方と密接に結び付いているというついずれにせよ、パー

ティー用のダンス音楽として発達してきたという点では、 Tex-Mex音楽は明らかにメキシコの文化的

伝統を継承している。ここで改めて記すまでもなく、メキシコではダンスのないパ｝ティーなど存在

し得ないc 結婚式などの私的な祝い事の他にも、どんな白的の村祭りでも祭り組織委員会がミ主催する

グンス・パーティーが必ず開かれる。

Tex-M君主音楽そのものの起源は lヲ世紀末に入植したドイツ人、ポーランド人なとεの東欧移民が持ち

込んだポルカとその演奏に用いられたアコーデオンにあるという。メキシコナイズされたポルカはさ

らにクンピアやカントリ～、ロック、ラップなど様々な音楽要素を取り入れ現在の1、ex-Mexに至って

いるという。笑際には、 Tex四 Mexの楽団が演奏するクンピアやポップスがTex-Mex音楽であると考え

た方が正解かもしれない。筆者がセレーナの樹に特別新たな音楽的要素を見出せなかった所以である。

しかし、もともとはアコーデオン、ヤギの皮で作った小さ令タンポール、パホ・セクストと呼ばれ

る12本の弦のギターなどがTex-Mexの主要な演奏楽器であったため（これらの楽器は現在シンセサ

イザーにとって代わられでしまっている）、自ずとその音楽にはTex-Mex特有のある種のリズムがあっ

たに違いない。筆者はそうしたTex-Mex音楽の初期の出をいまだ聞いていないので断言はできない。

筆者が知るTex・Mex音楽はあくまでセレーナの後期のものだけである。ただ、 Tex

Tex”M己X音楽として人々に知られることになつた苔白楽iまそうしたセレ」ナの曲であることもまた事実

である。もしかしたら、セレ一ナの初期のアjレパムの中に古い形態のT巴X

もしれなU、。ちなみに、セレーナは fドリーミング e オプ・ユーjの他に、少なくとも以下のアルバ

ムをリリースしている。 Alpha(1986). Dulce昌mor(1988）、 Preciosa(1988）、 Selenay Los Dinos (1拘0）、

Ven conmigo (1991）、 Entrna mi mu..rido (1992）、 Selenalive (1993), Amor prohibido (1994）。

セレーナ・ Tシャツ

Tex-Mex音楽のヒットはセレーナ人気の高まりであったと言っても5として過言ではない。たとえば、

レコード（C D）の売上枚数はAmor prohibidoが彼女の死の時点ですでに40万枚を超えていた。 2

位、 3位はラ・マフィアとエミリオ・ナヴァイラのレコードでそれぞれ20万枚程度であるという o

Amor prohibidoはセレーナの死後 1週間の内に米国だけで1万2千枚も売れており、売り上げ総数は100

万枚を超すであろうと言われる。もしかしたら、すでに達成しているかもしれない。また、 fドリー

ミング・オプ・ニL--jも発売後 l遇間で33万l千枚売れている（いずれも、データが古くてごめんな

ヤ 19・



さい）。こうしてみるとTex-Mex音楽のヒットと言うよりはセレーナのヒットと言うべきであるう

こうしたセレーナのヒ y トは衛星放送の発達およびそれを安価に提供するケーブル・テレビがラテ

ンアメリカ全体に浸透したことと無縁ではない。メキシつではどんな片田舎でも衛星放送受信用のア

ンテナがみかけられる c マスメ -T-1アの映像（TelevisaのSi己mpreen domingoという音楽番組が果たし

た役割も大きい） を通じてセレーナはまず人々に知られてレAったコ センーナはステージではセクシ』

な衣装を用いていた。しかし、彼女のファンは男性や若者疋けに限らなかった。男女の別を問わず子

供から大人まで、また肉体労働者からインテリまですべての人をファン寝としていたらしい。実際、

セレーナの写真の入ったTシャツはユニ・セックスである。 さすがに年配の男性がこれを着ているの

は見たことはないが、青少年を中心によく見かける。特に少女や若い女性には人気のあるTシャツで

ある。なお、サパテイスタ民族解放軍（EZLN)のマルコス・ Tシャツも売られてはいるが実際に着て

いるのは外国人ツーリスト位なものであるc ちなみに現在メキシコでよく見かける寸シャツと言えば、

女性ヌードの写真をあしらったLevisのTシャツや選挙キャンペーンの時に配られる政党名の入った

でシャツである。

セレ｝ナがあらゆる年齢層と職業の人々に愛された理由は、彼女の実際の生活に根差した清廉さと

模範的行動にあると fセレーナリの著者クライント・ 1；チヤードは分桁する。もちろん、彼女の生

活を実際に知ることのできるファンとできないファンがいるわけで、一概にそうとは言えないかもし

れない。 しかし、被女がそういった二引苗を受けるような生活および、音楽活動をしていた点は注目に値

する。メキシコではセレーナとタリーアロbal包）が比較されることが多い。タ l）ーアは［マリア・メ

ルセ｝デス j など下町の貧しい女性が金持ちの男性と結ぼれるスト ~1；ーのテレノベラ （テンピ小説）

てd常に主役マリアを演じて人気を博した歌手である。演技そのものはお世辞にもうまいとは言えない。

しかし、その癖のある演技のくささが受けた。現在も 3作自の fマリア・ラ・デル・パリオ・ソ）レj

か高い視聴率を得ている。容姿、スタイルではセレーナよりもタリ』ーアの方が上だと言う人が多いが、

タリーアのファンだと言う人は少ない。タリーアよりもセレーナが好まれる理由は、一口で言えば彼

女の庶民的なプレゼンスであるかもしれない。 しかも、それはタリーアが演じる仮想的な庶民性とは

異なり、セレーナ自身の内から溢れ出るものであるc

クライント・リチヤードによるとコーパス・クリステイの下町モリーナ地区に住むセレーナは界隈

の子供たち、特に少女たちにとっては有名な歌手であると同時に尊敬すべきお姉さんであったという。

彼女は彼らに対して「ちゃんと学校行くのよc ドラッグなんかやっちゃだめなんだからc セックスに

；土気を付けてね。 Jといったアドバイスを常に忘れなかった。スターとして成功したセレーナは子供

たちにとってはアメリカのサクセス・ストーリーの典型的なヒロインであり、彼女の言葉は具体的な

響きをもって子供たちに届いたはずである。実際、 「セレーナ」になることが同じ様な境遇にある多

くの子供たちの夢であったという。また、スターになっても堅実な生活を続け、しかも若者に対して

はそういったメッセージを送り続けるセレーナは周囲の大人たちには模範的な女性として映ったの子

僕たちが真似をする対象としてセレーナは申し分のないモデルでもあったのである。
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パッシングからクロスオーバーへ

fドリーミング・オプ・ユ－－jは、セレーナ自身英語がネイテイプであるにもかかわらずほとんど

手がけていない英語による歌4邸の他に、 AmorprohibidoやBidibidibom bornなどのヒット曲のリミッ

クス・パージョンを含んだ英語とスペイン語のクロスオーバー・アルバムである。彼女の歌唱力を評

個しないではないが、筆者には何かと苛立ちを感じさせられる。聴衆をダンスに誘うような音楽のの

りが持ち味のはずのセレーナがしっとりとしたアメリカン・ポップスを歌って何の沼落になるのか。

筆者にはセレーナが英語で歌うことは英語慣に対して掘を売っているように見えてしまう。 ［ドリー

ミング・オプ・ユ－Jの中の英語の出は単なるポップスでTex-Mexの響きが全くない。 Tex司Mexを探

！＿.，求めてきた筆者は裏切ムれたような錯覚を受けるc しかし、ファンには必ずしもそうではないだろ

う。セレーナが英語圏でも成功するととは彼らにとってはこの上ない喜びに違いない。そうであるこ

とを顧いたい。また、そうであってはじめて「私の古楽を通じて人々が理解しあえることカ寝互いですj

と語っていたセレーナの願望が適えられることになる。だとすれば、セレーナが英語で歌うことはた

とえて言えばヒスパニック系アメリカ人がアメリカ社会でうまくやって行くために英語を覚え、アメ

リカ式の社会システムを受け入れて行くこと｛人類学の用語ではパッシングと呼ばれる）に似ている

が（それゆえに筆者には娼ているように見える）、実はスペイン語閣と英語圏を自由に行き来する通

路、あるいは両者を結ぶ太いパイプが開かれることに近いと言えよう。なぜならばセレーナが英語で

歌うことはあっても、スペイン語で歌うことは止めないはずだからである。それゆえに、彼』Eの音楽

活動はパッシングではなくクロスオーバーと呼ぶべきなのである。また、セレーナ自身英語がネイ y-~·

プでスペイン語はほとんどしゃべれないという事実からしでもパツシングという見方は成立しなし～

彼女がスペイン語で歌ヮていること自体ヒスパニック系アメリカ人にとってのパッシング論理とも対

立する。むしろ、セレ｝ナ；まヒスパニック社会をターゲットに活動してきたという点でヒスパニック

社会のカタライザーであるにその彼女が今、英語“で歌い始めた（始めよ弓としていた）。 T/ 1J f1人

はセレーナを通じてTex-Mexの存在に気がfわJhたのである。

チカーノの多くは米国社会への同化の中で自らのアイデンティテイのよりどころを（陳腐な表現だ

が）アストランに代表されるような、つまり先祖帰り的な形での文化の発掘作業に求めてーさたむもち

ろん、チカーノのアストラン探しは単なる先祖国帰などではなく、メキシコ的な要素を組み込みなが

ら米国社会の中にチカ」ノという新たなカルチャーを形成しようと寸るものであると見るべきである。

いずれにせよ、チカ）ノ文化はチカーノという集団のエスニシティを発現させるための道具であり、

他の米国社会の民族集団との差異を強調することを目的としている。少なくとも、そのように理解さ

れてきたはずである。

だが、今回のセレーナの新譜のヒットが米国民の、すなわち他民族集団の、チカーノつまりTex-

Mex文化に対する評価として生じたものであるかないかはさしたる問題ではない。問題はむしろ．本

来エスニツク的な要素を帯びていた音楽がエスニ吋クな要素を必要としない領域でヒットしたという

事実なのだ。セレーナのアルバムがピルボードの1位に踊り出たのはチカーノが一斉にレコードを買

い求めたためであると言えばそれまでであるが、その一時的な現象でもチカーノ文化がチカーノとい
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う民族集団の枠を超えて米国社会の共通文化に接続寸る快挙であったことにかわりはない。ただし、

これは結果的にそうなっただけで、チカーノたちが自分たちの文化の米国社会への編入を最初から意

図していたためではないだろう。だが、筆者はそういった可能性をすべて否定し去ることは避けたい。

チカーノ性の創造者たち、それは芸術的な面に限って言えばチカーノ性を商品化する人々でもある。

彼らにとってチカーノ文化は、逆説的ではあるが彼らを米国社会にまさに接続する道具に他ならない

のだ。また自らをチカーノとしてアイデンテイファイする人々はこうしたチカーノ性の商品化を拒否

するだろうか。すなわち、社会的なさと活における個人的な疲弊を癒すための場としてチカーノ的なも

のを求める人たちがそのチカーノ性が社会的に評価されることを果たして拒むだろうか。彼らは明ら

かに米圏内におけるそうしたチカーノ性の文化的さらには社会的高揚の受益者となるはずであり、ぞ

れをある程度は歓迎するのではないだろうか。

一つの文化の創造は他の文化からの差異化のプロセスとして始まるかもしれないが、その存在は常

に他の文化との力関係によって修正されて行く。すなわち、新しく生み出された文化はそれ自体で存

在しうるわけではなく、自らの正当性を他の文化に対して要求して行かねばならない。特に、多民族

社会においてはそうであるはずだ。自らの内に寵ることによって一時的な安らぎは得られでも根本的

な解決には至らない。むしろ、自らを相手に対して示し、自らの存在を認めさせることが必要である。

そのためには自らの文化を持つことも必要であるが、相手の文化を認めることも必要である。文化の

境界をクロスオ｝パーする勇気が必要なのである。セレーナはチカーノの一人としてその必要性を強

く感じていたに違いない。また、彼女はその必要性を実際に自分の歌で証明しようとするだけの勇気

と才能を持った女性だ‘ったに違いない。ちなみに、セレーナを殺害したのは彼女のファン・クラブの

会長かつセレーナが経営するプティックのマネージャーである。労使関係のもつれが原因であった。
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