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LAIBACH
TEXT ●高橋祐希
LAIBACH、とされるこ
ともあります。
世界的に注目を浴
びるようになったきっか
けとなったのが、
続く3rd
「Opus Dei」
（'87）
です。 音像がややカ
ラフルになり、ハンマー

Opus Dei ('87)

・ビートをサウンドに導
入。そして彼らの活動の特色を決定づけたのが、本
作の冒頭に収録された 2 曲のカヴァーでした。 オー
ストリアのバンド、OPUS のヒット曲 Live Is Life
と、QUEEN の One Vision です。 いずれも歌
詞がドイツ語に書き換えられ、ミラン・フラスの特徴的
な超低音無抑揚ヴォイスによって歌われるインダス
トリアル・ミュージックとして生まれ変わっており、もは
やカヴァーというよりは楽曲に対する LAIBACH の
L to R: Boris Benko (vo), Luka Jamnik (synth), Milan Fras (vo),
Marina Mårtensson (vo, g), Ivan (Jani) Novak (bandleader, main songwriter, lights)
Photo: Ciril Jazbec

今回採り上げるのはスロヴェニアの LAIBACH。

再解釈・再構築といった趣き。また、この試みは単
発のものではなく、1988 年には THE BEATLES の
「Let It Be」をほぼ全編丸々マーシャル・インダスト
リアルとして演奏した

まざまな観点で複雑な事情・しがらみを歴史的に抱え

世界的に高い知名度を誇り、結成から現在に至るま

た国家の出身ということも踏まえ、非常に挑戦的な

カヴァー作を発表。さ

で音楽シーン屈指のワン・アンド・オンリーな活動を続

活動を展開していました。その象徴の一つが、ナチ

らに 翌 年 には THE

けている集団です。その LAIBACHがやっている音

スを想起させるファッションをまとってのイメージ戦略。

ROLLING STONES

楽は果たしてプログレッシヴ・ロックなのか？ 彼らの音

当然ながら彼らはナチ信奉者ではなく、思慮と示唆に

の Sympathy For

楽性だけをピック・アップしてそれをプログレッシヴ・ロ

富んだ逆説的アイロニーがそこには込められているわ

The Devil を7 種類

ック扱いするのは、正直かなり無理筋ではないかと私

けですが、この過激なやり方はユーゴ国内において

のアレンジで収 録し

自身は感じています。 いきなり本コラムの趣旨を否

眉をひそめられ、公の場でバンド名を使用することを

定するような表現をしましたが、
というのも、LAIBACH

当局から禁じられるほどの扱いを初期の彼らは受けて

の音楽はどの観点から捉えても「LAIBACHというジ

います。そのような状況下でもLAIBACHは活動を

Live Is Life と One Vision 、そして Across

ャンル」としか形容しようがない類のものだからです。

続け、前述のファシズムや全体主義を連想させるイメ

The Universe がMTVを通じてヒッ
トしたことにより、

Let It Be ('88)

た狂気のカヴァー盤
をリリースしています。

そもそも彼らは音楽バンドという形態をとりながらも、

ージに加え、ロシア・アヴァンギャルドに代表されるよう

LAIBACHは
「大胆すぎるアレンジを施したカヴァーを

現代ポップ・カルチャー全体を対象として政治的な

な社会主義リアリズム表現、未来派芸術のような表

やるバンド」としても知られていくことになります。 注

アティテュードをも孕みながらアーティスティックな表

現をも取り入れ、独特のアート感を反映させたパフォ

目すべきは、LAIBACH のカヴァーの対象が比較的

現活動を展開していくことをその本質とした集団であ

ーマンスで、ユーゴ国外の欧州を中心としたツアーを

ベタな、
「誰もが知っている」バンド、楽曲であるという

り、極めて異端な姿勢を有するバンドです。あまりに

実施。また 1984 年には、LAIBACHメンバーが中

点です。 彼ら自身も語っていますが、LAIBACH

も独自性が高すぎるがゆえに、LAIBACHを既存カ

心となり、Neue Slowenische Kunst（NSK ／新

の目的は「ポップ・カルチャーそのものの見方を変

テゴリー内に嵌め込んで語るのは非常に難しいので

スロヴェニア芸術）
と称する政治的多角芸術組織が

える」ことでもあり、ゆえにそれを実現する材料は

す。一方で、裏を返せば、どの音楽ジャンルのファン

結成されています。

皆が知っている楽曲である必要があるわけです。

でも魅力を見出すことができる、ある種の普遍性が、

そして 1985 年、LAIBACH は 初 のフル 作

LAIBACHが試行していたのは、我々一般大衆が

LAIBACH の音楽には内包されていると捉えることも

「Laibach」 を発表。 さらに翌年、 イギリスの

普段当然のように受け入れ吸収しているポップ・カ

できます。このバンドの経歴と特色を、いくつかの作

Cherry Redレーベルより 2nd アルバム「Nova

ルチャーに一種の違和感をもたせる「異化」という

品を踏まえながら見ていきましょう。

Akropola」をリリースしました。 この時期における

芸術行為であり、
その異化を最大限効果的に発揮

LAIBACHは1980 年、旧ユーゴスラビアのトルボ

LAIBACH の音楽は、極めて前衛的なインダストリア

することができるものをカヴァー対象として選択して

ヴリェで結成されました。バンド名の由来は、第二次

ル・ミュージックと呼べるものです。 無機質な感覚が

いるように感じられます。

世界大戦時のナチス・
ドイツ占領下におけるスロヴェ

支配的なダークな寂寞感、ノイズにも近い凶暴性が

バンドは1992 年に4th「Kapital」
をリリース。相

ニアの首都、リュブリャナの当時の呼び名。 彼らは

醸し出されています。 先述したような第二次大戦の

変わらずシリアスで無機質、ディストピア／ポスト・ア

当初からアートや演劇性も絡めた総合芸術運動的

雰囲気をサウンドにも反映させていたことから、いわゆ

ポカリプス的雰囲気を有しながらもテクノ、ポップ、ヒ

側面を有しており、ユーゴスラビアという民族・政治さ

るマーシャル・インダストリアルというジャンルの始祖が

ップホップ等が導入された実験的インダストリアルの
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充実作として仕上げられました。 なお前年にあたる

ており、パワフルでダンサブルなエレクトロとしての側

作されています。 ジャケ

1991 年に、彼らの祖国スロヴェニアが十日間戦争を

面を強めた
「WAT」
（'03）
や、豊潤なサウンド・メイキン

や MV、民謡 アリラン

経て独立を実現。旧ユーゴ連邦が崩壊を始め、当該

グが魅力の「Spectre」
（'14）
、また「Jesus Christ

のカヴァー等、朝鮮半島

地域が内戦・紛争の時

Superstars」
（'96）、
「Macbeth」
（'89）、
「Also

がテーマとされているの

代に突入したことに伴

Sprach Zarathustra」
（'17）といった各種劇伴等、

は明らかであり、また一方

い、LAIBACH の音楽

触れるべき作品はたくさんあるのですが、活動内容

で、
『サウンド・オブ・ミュー

にも同時代的な政治性

があまりに濃密かつ膨大すぎるゆえ、それらすべてに

ジック』がどのような時代

・思想性が見られるよ

言及するだけで書籍一冊の分量になってしまうほど

設定の下で進行していく

うになります。1994 年

です。 最後に 1 枚採り上げておくとすれば、現時点

物語であったかを踏まえる

リリースの「NATO」は

での最新カヴァー・フル作である「The Sound Of

と、本作もまたLAIBACH

その一つでしょう。 ユ

Music」
（'18）でしょう。 本作の背景には、2015 年

随一の挑戦的・挑発的ア

夏に北朝鮮でLAIBACHがライヴを行なったという出

ティテュードが込められた

大西洋条約機構の略称をそのままタイ
トルにしている

来事があります。 数十年に渡り非常に挑発的な音

アルバムと言えます。LAIBACHならではの活動姿

点も強烈ですが、本作の楽曲はまたもカヴァーですべ

楽活動を政治性・皮肉・思索たっぷりに展開してきた

勢が表現された作品であること、彼らのトレードマーク

てが占められています。ホルストの 火星 や、PINK

LAIBACHが北朝鮮という国家に招かれ演奏する、

であるカヴァー作の一つであること、そしてこのアルバ

FLOYDの Dogs Of War 、THE TEMPTATIONS

というこの衝撃的な数日間の模様はドキュメンタリー

ムがバンド史上屈指のメロディックかつ叙情的な音像

の War 等、収録曲はいずれも戦争をテーマとした

映画『北朝鮮をロックした日 ライバッハ・デイ』
（'16）
と

をもっていることから、LAIBACH 未体験の本誌読者

もの。 特に、軽やかなテクノ・ポップの様相を呈しつ

して、日本でも 2018 年に公開されました（Amazon

の方々はまず「The Sound Of Music」から入門して

つも凄まじい緊張感に満ちたアレンジが施された、

Prime にて視聴可能）
。 非常に興味深い内容です

みるのも良いのではないかと思う次第です。

ーゴ紛争へ介入した北

NATO ('94)

北朝鮮をロックした日
ライバッハ・デイ

Liberation Day ('16)

EUROPE の超 有 名 曲 The Final Countdown

のでぜひご覧いただきたいですが、その北朝鮮で彼ら

結局のところ、やはりLAIBACH のプログレッシヴ

のカヴァーは実に秀逸です。

が演奏した、有名ミュージカル『サウンド・オブ・ミュージ

性は、彼らが奏でる音楽そのものよりも LAIBACH

ック』の楽曲カヴァーを元にして、このアルバムは制

が体現している「社会・政治・戦争へのアイロニー」

以降の LAIBACHも大量の作品をリリースし続け

や「既存のカルチャー全体を再解釈・再構築し、新
たな視点を提示し続ける姿勢」にあると言うべきなの

The Sound Of Music ('18)
2015 年 8 月に北朝鮮で行なわれた『民族解放 70 周年記念式
典』に招待されライヴ・パフォーマンスを行なったLAIBACH。 The
Final Countdown や Across The Universe 等のバンド代
表曲に加え演奏されたのが、同国内でも広く知られているミュージカ
ル映画『サウンド・オブ・ミュージック』の楽曲カヴァーだった。 本作
はそれに基づいて制作されているが、同映画のストーリーと背景を踏
まえるとこれを北朝鮮と結びつけるLAIBACH の意図・メッセージは
強烈。 彼らの尖りは今なお最強であることを体現した作品である。
朝鮮半島の伝統的民謡 アリラン のカヴァーも収録。

かもしれません。しかし特に後者の、定義・概念を作
り直すアティテュードは黎明期プログレッシヴ・ロック
と大いに共通しているのではないかと思います。 ま
た純粋に音楽面だけとっても、インスピレーションを
与えた存在として有名なドイツのRAMMSTEINはじ
め、NINE INCH NAILS や SWANS、KMFDM、
MINISTRY、GENOCIDE ORGANといった、
プロ
グレッシヴ・ロック近辺で活躍する諸バンドのインダス
トリアル／エレクトロと相通じる部分は多く、プログ
周辺領域の礎となった存在と言っても決して過言で
はないのです。
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