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It s finally cooled down! Last year was a bit of a 
disappointment but hopefully this year we will 
have some pretty autumn leaves to look at soon.

You may have heard that Korean rapper PSY, 

numbers of views on YouTube and success in a 
number of different countries, became No.1 in the 
UK last month. As the first Asian artist to reach 
the top spot in the UK, perhaps he has paved the 
way for more Japanese, Korean and Chinese 
artists to follow him towards the European and 
American markets? In my opinion, perhaps PSY 
succeeded precisely because of his reactionary 
image to the recent wave of idol groups. Certainly, 
in the case of the UK I think idol groups have a 
certain 90s association, so perhaps it was easier 
for PSY to fit into the UK rather than groups like 
AKB48 or DBSK. Regardless of the reason, one 
thing is certain: the world really is becoming a 
much, much smaller place.

Changing the subject slightly, this year is the 55th 
anniversary of the FOUNDATION OF THE 27 member 
European Union (EU). As a citizen of an EU member, I 
have the right to travel, live and work throughout the 
EU. We also have the freedom to study at any 
university in the union. Given the number of foreign 
exchange students in the EU, it is expected that the 
next generation of EU politicians will have 
study-abroad experience and a high level of 
international understanding. This can only be a good 
thing for European relations. With all the news about 
the Eurozone crisis I think its important to remember 
why the EU started.

After the end of the Second World War in 1945, 
the European Union was formed to defuse the 
fierce rivalry between France and Germany and to 
prevent another war in Europe. In this objective it 
has been a great success. The foundation of the 
European Union was formed in 1951, where 5 
initial members (France, Germany, Italy, Holland 
and Belgium), all of whom had been fighting each 
other just 6 years earlier, set up an international 
agency to centrally oversee their coal and steel 
industries. Of course, there were and still are 
objections of losses of national sovereignty, but it 
was clear that the rivalry of the time could not 
continue. Since then the EU has kept the peace, 
improved economic and political relations between 
the member states. Of course, as seen with the 
current Euro crisis, the system isnt perfect, but at 
the very least the idea of another war within the 
EU is practically unthinkable. 

Finally, if it was up to me, the first Asian artist to 
become UK No.1 would have been Tokyo 
Incidents, but that s just my opinion. 
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　やっと涼しくなってきましたね！そろそろ紅葉のき
れいな季節です。去年は残念ながら見れなかったので、
今年はきれいな紅葉を見に行きたいと思っています。
　イギリスからのニュースですが、先月 YouTube
で再生回数新記録になり、アジア圏以外でも、とても
流行っている韓国のＰＳＹ（サイ）の「江南スタイル」
がイギリス音楽ランキングの1位を獲得しました！
アジアのアーティストで初めて1位を獲得し、アジ
アの音楽の道を開いたアーティストなので、これか
ら日本や韓国や中国のアーティストもヨーロッパや
アメリカの音楽市場へ進められたらいいと思ってい
ます。なぜ、これほどの人気になったかというと、多
分、近年の人気アイドルグループに反動的なイメー
ジがあるからこそではないかと私は思います。確か
に、イギリスの音楽を考えると、アイドルグループ
は、90年代で人気だったけれど、近年ではそんなに
いないから、多分、AKB48や東方神起などより、PSY
のようなアーティストの方がイギリス人の好みに合
うかもしれません。どうしてこうなったかと言って
も難しいところですが、世界がますます小さな空間
になっているのは確かなことですね。
　話は変わりますが、今年は27加盟国の欧州連合
（EU）の創立 55周年になります。加盟国のイギリ
スの国民として、私も「ヨーロッパ州籍」を持って
います。つまり、連合内でどこでも行けたり、住ん
だり、働いたりする権利があります。連合内の大
学に留学する権利もあります。欧州連合内に留学
生が多いですので、次の世代のヨーロッパの政治
家も留学経験を持ち、国際理解能力が高いと思わ
れています。ヨーロッパの外交にとってこれは素
晴らしいことだと思います。現在のユーロ危機の
ニュースがよく流されていますが、欧州連合の最
初の目的を思い出しましょう。
　1945年の終戦後、フランスとドイツの激しい対立
性をなくし、欧州における戦争を防ぐために創立さ
れた欧州連合がその目的で大成功しました。欧州連
合の元は1951年に設立された5加盟国（わずか6
年前に第2次大戦で戦っていたフランス、ドイツ、イ
タリア、オランダ、ベルギー）の重要な産業である鉄
鋼と石炭を共同的に管理する国際機関でした。確か
に、当時でも今でも国家主権が護られるという声も
ありましたが、これは未来の平和のためで、当時のま
まで続けられそうもありませんでした。それ以降、
ヨーロッパ連合内の平和を確保し、経済や、加盟国の
間の外交にも非常に良い影響が与えられました。も
ちろん、ユーロ危機問題などもあり、完璧な制度では
ないと思いますが、この制度がある限り、将来欧州連
合内で戦争が起こることは考えられません。
　最後に、音楽の話に戻りますが、私は、アジアのアー
ティストの中では、東京事変がイギリス音楽ランキン
グで1位を獲得してほしかったと思います。


