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第 59 回定例研究会報告 

 

日時：2019 年 6 月 8日（土）14：00～18：00 

場所：大東文化会館 1階ホール 

担当：上尾 信也（上野学園大学） 

コーディネーター：井上 貴子（大東文化大学） 

 

シンポジウム 

 音楽コミュニティとマイノリティ 

    ――多文化共生の実践と課題―― 

 

 

〈発表〉 

ヒュー・デフェランティ(東京工業大学、ゲスト) 

「日本人と他民族および「同質的」受入社会とのかか

わり ――戦前の在オーストラリア日系人の音楽舞踊

を中心に――」 

 

宍倉 正也(恵州学院、ゲスト) 

「多文化共生へ向けた音楽コミュニティの可能性 

 ――小笠原の事例を通して――」 

 

 井上 貴子(大東文化大学) 

「言語、カースト、宗教的アイデンティティの交錯 

 ――首都圏の南インド系住民による音楽活動とコミ

ュニティ形成――」 

 

斎藤 俊輔(大東文化大学、ゲスト) 

「群馬県大泉町における在日ブラジル人文化の受容、

そして現在――外国人の集住が地域社会の文化形成

に与える影響――」 

 

サワン・ジョシ(東京藝術大学音楽学部楽理科非常勤

講師、ゲスト) 

「在日ネパール人のアイデンティティ形成とその受

容 ――複数民族の音楽を通じた文化的活動の視点か

ら――」 

 

米野 みちよ(東京大学、ゲスト) 

「共生をめぐる音楽コミュニティのエージェンシー 

 ――在日フィリピン人のど自慢大会――」 

 

討論者：早稲田みな子(東京藝術大学) 

 

 

【企画趣旨】（文責：井上貴子） 

 近年、日本では「ニューカマー」と総称される外国

人が増加し、民族的・文化的マイノリティの音楽活動

が盛んに行われるようになった。本シンポジウムは、

現代日本の在留外国人と海外在留日本人の音楽活動

に焦点をあて、彼ら自身によるマイノリティ・アイデ

ンティティの構築と社会的関与のあり方について考

察することを目的とする。そのために、次の二つの過

程に注目する。第一に、マイノリティの伝統的な音楽

舞踊を中心とする「文化的仲間集団」(トマス・トリ

ノ(2015)『ミュージック・アズ・ソーシャルライフ―

歌い踊ることをめぐる政治―』他)がいかにして形成

されるかである。第二に、音楽的経験を通じて、マイ
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ノリティ集団と彼らを取り巻く文化や「受入社会」と

の関係がいかにして強化されるかである。 

 まず、1880～1940 年代にオーストラリアに移住し

た日本人と、日本国内マイノリティ集団としての小笠

原住民の音楽活動とコミュニティ形成について取り

上げ、「文化的仲間集団」としてのアイデンティティ

がいかに強化されてきたのか、音楽活動を通じた「異

文化体験」によって、マイノリティ集団と「受入社会」

との関係がいかに形成されてきたかについて歴史的

に考察する。ついで、主に首都圏・関東地方在住のマ

イノリティ(南インド人、ブラジル人、ネパール人、

フィリピン人)の音楽活動を具体例として取り上げる。

歴史的事例を参照しながら、21 世紀日本のマイノリ

ティ集団を取り巻く社会的・政治的・イデオロギー的

状況を比較考察することは、公共の言説空間のみなら

ず地方行政制度上も確立している「多文化共生」とい

う概念をめぐる今日的課題を明確化するのに役立つ

だろう。 

 ヒュー・デフェランティは、戦前のオーストラリア

の日本人マイノリティを取り上げる。当時のオースト

ラリア社会はアングロケルティック系が圧倒し、人種

的ヒエラルキーに基づく移民政策が採用されていた。

北部～西部在住の日本人は 3000 人たらずだったが、

地域経済に大きく貢献した。シドニーでは、日本人は

イギリス式の行動様式に適応する能力をもつと認識

されていた。当時のオーストラリアと明治以降の日本

は、いずれも同質性の高い社会だったと考えられるが、

音楽を通じたマイノリティ集団との交流は相互理解

を促進した。当時の日本人の音楽活動に加え、「受入

社会」の白人や共に働く他民族との音楽を通じた異文

化交流の具体例を分析し、多文化共生の可能性につい

て考える。 

 宍倉正也は、小笠原の事例を通じて音楽コミュニテ

ィの形成過程と可能性について論じる。一般に、コミ

ュニティとは地域や民族、宗教、または共通の興味な

どが、人と人をつなぐ媒体として存在するものと考え

られている。そこで、歴史的には日本人、欧米系、太

平洋諸島出身者などが入植し、文化的、民族的にもマ

イノリティとして扱われることの多い小笠原におけ

る音楽活動を例に、既成の概念を超え、柔軟で他者に

向かって広がりゆくコミュニティ形成の可能性を探

る。 

 井上貴子は、首都圏の南インド系住民の音楽活動に

焦点をあてる。21 世紀初頭から急速に増加したニュ

ーカマーのインド人の多くは、IT 産業などに従事す

る技術者で、いずれ帰国するか英語圏第三国への移住

を希望する「ソジョナー」である。彼らはインドの言

語、カースト、宗教的アイデンティティを日本に持ち

込み、排他的なコミュニティを形成する傾向がある。

多くの文化イベントは言語州を基とするコミュニテ

ィの主催だが、中には本国の排他的なアイデンティテ

ィの障壁を越える音楽活動も存在する。こうした活動

には、日本人の音楽舞踊専門家が積極的に関与するこ

とが多い。日本人が南インド系住民と共に行う音楽活

動の具体例を分析し、多文化共生の可能性を探る。 

 齋藤俊輔は、群馬県大泉町に集住する在日ブラジル

人と地域社会との関係に焦点をあてる。1990 年代以

降、大泉町では外国人住民が増加し、町民の約 18%を

占めるようになった。中でもブラジル国籍の住民が最

も多く、町民の約 10%に上る。21世紀に入ると、大泉

町はブラジル人集住地域を町の観光地「ブラジルタウ

ン」として発信するようになった。そのシンボルがサ

ンバである。毎年「大泉カルナバル」というサンバイ

ベントが行われ、大泉町は「ブラジルタウン」として

全国的に知られることとなった。サンバを町のシンボ

ルとして活用する過程を具体例として分析し、移民の

文化と地域社会との関係について考察する。 

 サワン・ジョシは、在日ネパール人の文化活動を取

り上げる。現在、在日外国人の中でネパール人は最も

増加しており、来日理由は、留学、労働、国際結婚、

家族滞在、移民など多様である。ネパールは多民族国

家で、日本でも民族ごとにコミュニティを立ち上げて

いる。特に関東地方に居住者が多く、コミュニティご

とに文化活動を展開する。ネパールの様々な祭事や行

事の際に行われる音楽・舞踊を通じた文化的活動は、

他の民族や日本人との交流を促進する場にもなって

いる。そこで、在日ネパール人の民族コミュニティに

よる音楽を通じた文化活動がアイデンティティ形成

に果たす意義と、他の民族や日本人による受容につい

て分析し、多文化共生のあり方について考察する。 
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 米野みちよは、在日フィリピン人ののど自慢大会を

取り上げる。現在約 29 万人の在日フィリピン人のう

ち、21万人は永住者など日本に生活基盤をもつ。1990

年代、民族音楽学は「想像の共同体」を応用し、移民

が音楽にアイデンティティを見出す現象に光を当て

た。また、全国の多文化共生関連行事では、料理など

と共に音楽舞踊が手軽な「異文化体験」のツールとし

て用いられる。しかし、在日フィリピン人コミュニテ

ィの音楽活動は、日比米国などの商業的な音楽が中心

である。この事例を、あえて完全には日本に統合しな

いことを選択する傾向にある在日フィリピン人たち

の「生存ストラテジー」として捉えて考察する。 

以上、本シンポジウムでは、今日の日本の状況を深く

理解し、日本の主流社会と多様な民族的・文化的マイ

ノリティが、音楽活動を通じて文化的つながりを深め、

よりよい関係を築いていくための知識や情報・方策を

提言していきたい。 

 

【傍聴記】（三代真理子） 

 本シンポジウムでは、今日の在日外国人や、第二次

世界大戦前の在外日本人の音楽活動について、多文化

共生という視点から六つの個別発表が行われた。その

後、討論者による意見、フロアからの質問や意見が出

された。ここでは移民コミュニティの例から現代日本

社会の直面している問題が検討されており、今後の日

本における音楽変容や、異文化交流における音楽の役

割について考える良い機会となったと思われた。 

 まずデフェランティ氏の発表では、第二次世界大戦

前の在オーストラリア日系人の四つの音楽活動、

（１）舞台劇の公共パフォーマンス、（２）「唐行きさ

ん」による演奏、（３）民謡や民族舞踊、（４）欧米の

音楽・ダンスとの関わり、が示された。これらの分析

から、戦前の在オーストラリア日系人の音楽活動には、

イギリス式の文化モデルに同化することでホスト社

会の市民として受け入れられるという日系人の認識

と、日系人の文化的アイデンティティを保持できるよ

うな環境整備などによって彼らを受け入れるという

先住民の姿勢、があったことが指摘された。そして本

事例から音楽が果たす役割を検討することが、現代日

本社会の異文化交流や多文化共生の実現に向けた方

策提言に役立つと主張された。 

 宍倉氏は「マイノリティ」、「移民」という言葉で

人々を括ることは、人々を恣意的に分ける行為であり、

固定観念や差別を生み、多様で変化し続ける社会の現

状を無視していると指摘した。そして音楽は異文化交

流において互いを結び付ける有用な媒体となり、音楽

をする（doing music）という経験を通して新たなコ

ミュニティが生まれる可能性を主張した。その例とし

て、欧米系島民、旧島民、新島民と括られる人々が暮

らす小笠原では、島のパレードや盆踊りが非常にイン

クルーシブな性格を持ち、上記の三集団に加え観光客

等も混ざり世代を超えて繰り広げられている。こうし

た音楽を通して、既存概念の枠組みを超えた、流動的

で他者を含めながら膨らんでいくコミュニティの姿

が示された。 

 井上氏は、日本に暮らすインド系住民の文化イベン

トを紹介した。その中には、インドの言語州や宗教、

カースト習慣などで分断された既存の集団が主催す

る排他的なイベントと、日本の演奏家の協力によって

既存の集団を越えて両国を繋ぐイベントがあった。こ

の意味から日本における多文化共生の鍵は、日本人側

にあるのではないかという見解が示された。前者のイ

ベントでは音楽活動を通じた帰属意識の強化、後者の

イベントは既存の集団とは重なる音楽的嗜好を共有

した「文化的仲間集団」の形成が確認された。そして

ここには多文化共生と共に、棲み分けの論理が働いて

いるのではないかという考えが示された。 

 続く斎藤氏は、群馬県大泉町における日系ブラジル

人文化の受容の歴史的変容を示した。労働力不足解消

のために移民を多く受け入れてきた大泉町は、1990

年代に地域の祭りである「大泉まつり」に日系ブラジ

ル人のサンバ・パレードを導入し、1990 年代後半か

ら彼らの定住化が進むと、地域社会からの反発による

パレードの廃止と同時にバーや学校などでの伝統的

な踊りや音楽が行われるようになる。2010 年代には

ブラジル人文化は大泉町の地域文化と認識され、大泉

町の観光資源としてサンバを大々的に利用されるよ

うになる。更に 2010 年代後半には、ブラジル人以外

の移民が増えると外国人全体を支援する動きが生ま

れ、町は「インタナショナルタウン」化した。発表者
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はこの事例の分析から、外国人の集住が、地域の文化

的編成を大きく変えていく可能性があることを指摘

した。 

 ジョシ氏の発表では、在日ネパール人の音楽活動は、

ネパールが多民族国家であるが故に、（１）民族毎の

民謡や舞踊、（２）複数民族が関わるイベント、（３）

在日ネパール人演奏家による個人の音楽活動の三つ

のカテゴリーに区分できることが示された。在日ネパ

ール人は、当初は外国での助け合いと交流を目的とし

たネパールの共通文化の団体を設立することが多か

ったが、近年はそれに加え、民族ごとの文化を大切に

しアピールしようとする目的や、また日本人と在日ネ

パール人との交流を目的とした活動が盛んに行われ

ている。こうしたネパールの文化イベントにより日本

人との交流の場が増えることで、多文化共生の社会へ

の発展が期待できるという見解が示された。 

最後に米野氏は、在日フィリピン人の音楽活動を、フ

ィリピン人主体の活動と、日本人主体の活動に分けて

分析した。分析の結果、日本人とフィリピン人の間に

は日本側による介入も邪魔もなく、またフィリピン側

による自らの存在を認めてほしいというイデオロギ

ーの主張もない、フィリピン人の「居場所」の空間と

して緩やかに音楽を行うコミュニティが形成されて

いることが示された。 

 次に討論者である早稲田氏の発表全体に対する意

見をここに記す。早稲田氏は発表を踏まえ、音楽は自

己の民族的アイデンティティを確認し象徴するとい

う役割を果たす一方で、それを他者と共有することで

異文化理解を促すのに有効な環境が導けるだろうと

いう意見を示した。また、日本はいまだに同質性のイ

デオロギーを強く持つが、実際には多様な国籍の人々

によって日本社会が形成されている。多文化共生が強

調される今日でも、まだ共生という段階ではなく、せ

いぜい共存にとどまり、多文化共生社会＝互いが歩み

寄り違いを理解し、民族や文化の違いを豊かさとして

生かす社会を目指す上で、音楽は人々を繋ぐ重要な手

段になるだろうと主張した。その上で、以下の項目の

重要性が言及された。すなわち（１）日本の様々な音

楽エキスパートが、在日外国人と日本人の橋渡しとし

て機能すること、（２）異文化を「文化資源」として

利用し、双方参加型の行事を地元自治体が積極的に行

うこと、（３）在日外国人と日本人の間の接点として

の第三者の存在の必要性（そして音楽研究者がその役

割を担う可能性）、（４）一過性ではなく定期的、継続

的なイベントを実施し、イベントでの交流を日常生活

での共生に繋げること、（５）マイノリティが日本文

化を受容する上で日本側の貢献を考えること、である。 

 最後にフロアからは、まず発表の中で紹介された音

楽活動の担い手たちが自国のナショナル・アイデンテ

ィティをどれほど持っているのかという質問があっ

た。これに対し、外国という切り離されたところでど

のアイデンティティをとるかは、個人の選択であるだ

ろうという意見が出た。また、移民の音楽活動はステ

レオタイプ化やオーセンティシティの強調に陥りが

ちだが、それ以外の解決策が模索されているのではな

いかとの意見や、多文化共生と音楽は必ずしも結び付

くわけではなく、音楽活動する人のマインドによって、

音楽は政治利用にも多文化共生にも利用されうるの

ではないかという見解が出された。 
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