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日本の音楽は古い伝統に根ざし、民族的
源流と初期にアジア大陸から受けた影

響を長い歴史の流れのうちに包み込んできま
した。また、かかわりのあった沖縄（琉球）
音楽の伝統や、北海道のアイヌ独自の伝統を
も内包しています。

雅楽

雅楽は先行するアジア大陸の音楽に強い影
響を受けた音楽で、千年以上も日本の朝廷で
演奏されてきました。雅楽は次の 3系統の音
楽作品から成り立っています。まず中国唐朝
（618～ 907年）の様式と言われる唐楽、次
に朝鮮半島から伝来したという高麗楽、そし
て神道の儀式と結びついた日本古来の音楽で
す。他に雅楽には少数ながら催馬楽という日
本の民謡も含まれ、これは優雅な宮廷風に改
められています。
奈良時代（710～ 794年）、日本にはアジ

ア大陸から幅広い形式の音楽が伝わりまし
た。平安時代（794～ 1185年）にこれらが
唐楽と高麗楽の 2種類に整理され、貴族や世
襲制の伝承組織に属する専門職の楽師によっ
て、朝廷で演奏されるようになりました。鎌
倉時代（1185～ 1333年）、武士政権が誕生す
ると、朝廷での演奏は衰えましたが、伝統は
貴族の館や京都・奈良・大坂にあった 3つの
楽所で保たれたのです。1868年の明治維新以
降、楽所の楽師たちは新首都の東京に集めら
れました。現在宮内庁式部職楽部に奉職する
楽師たちは、ほとんどが 8世紀に設置された
雅楽寮楽師の直系の子孫です。

音楽

宗教音楽

日本の宗教音楽で最も著名なのは神道の儀
式音楽です。神道音楽である神楽について現
存する最も古い記述は、天照大神の神話の中
に残っています。天照大神は弟に憤慨し、そ
の光り輝く姿を天の岩戸に隠してしまいます
が、天宇受売命が音楽に合わせて舞う舞につ
られて出てくる、というものです。この神話
には、神が神楽の演奏を聴くために招来され、
それによって共同体が再生されるという伝統
的な図式が表われています。さて、朝廷の神
楽である御神楽は、村落の神楽である里神楽
と区別されています。里神楽は特定の地域や
神社と結びついた、その土地に伝わる音楽で、
祭礼などの折に聴くことができ、演奏者は横
笛や様々な打楽器で歌を伴奏します。

雅楽の演奏
この雅楽の管弦の演奏は、
皇居内で宮内庁式部職楽
部の楽師が行っている
© Imperial Household Agency

舞楽の演技
雅楽の音楽は、舞楽の伴
奏として演奏されること
がある 
© Imperial Household Agency

音楽
東西の伝統の反映

日本政府の政策やその他の事項について
さらに詳しくお知りになりたい方は、
以下のサイトをご覧ください。
外務省ホームページ
http://www.mofa.go.jp/
Web Japan
http://web-japan.org/
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琵琶・琴・尺八・三味線

琵琶・琴・尺八は全て 7世紀の昔に中国か
ら伝わり、雅楽の演奏に使われた楽器です。
三味線は、16世紀半ばに沖縄から伝わった同
種の楽器を改良したものです。これら 4種の
楽器を組み合わせ、それに篠笛や大小の打楽
器を合わせて、日本の伝統音楽の合奏が行わ
れます。

琵琶
宮廷音楽では、琵琶は雅楽の合奏の中で、

単純な旋律を奏でてメロディー楽器の伴奏を
します。琵琶が独奏楽器として用いられるこ
とはありませんでしたが、諸国を遍歴して物
語を語る琵琶法師が、その物語に合わせて琵
琶を弾いた記録が残っています。13世紀以降、
この種の演目で最も重要な作品は『平家物語』
で、源氏による平家一門の凋落を描いた長い
歴史物語です。琵琶は 4本の弦を大きなバチ
ではじいて演奏します。

琴
最初期の琴は 5弦しかなく（後に 6弦にな

る）、長さ約 1メートルでした。しかし奈良
時代（710～ 794年）に、13弦、長さ約 2メー
トルの琴が中国から伝来し、朝廷での合奏に
用いられるようになりました。琴は桐製で、
各弦に可動の琴柱を立て、右手親指・人差し
指・中指にはめる輪についた爪ではじいて演
奏します。左手は弦のピッチを上げたり音色
を調整したりします。

尺八
尺八は先端に斜めに切り欠いた吹き口の付

いた竹製の縦笛です。7世紀には、中国の尺
八同様、指孔が 6つありましたが、今日のも
のは 5つしかなく、うち 4つは表側に等距離
に、1つは親指孔として裏側に開いています。
17世紀後半、尺八は禅宗の普化宗の僧侶に取
り入れられ、彼らは尺八の演奏を精神修行の
一つとしました。

三味線
三味線は最初、江戸時代（1600～ 1868年）

の歌舞伎や人形浄瑠璃と結びついていまし
た。沖縄の三線を変形したもので、長さ 1.1
～ 1.4メートルまで様々な大きさがあります。
三味線は歌の伴奏として演奏されることが多
く、その場合は基本的なピッチは歌い手が決
めます。したがって、三味線の譜はピッチで
はなく、「間」という間隔を表わしています。

民謡

日本の民謡は 4つに大別されます。（1）神
道の里神楽や仏教の盆踊り歌などの宗教歌、
（2）田植え歌や舟歌などの労働歌、（3）宴会・
婚礼・葬儀など特別な場合の歌、（4）子供の
歌で、これには世代を越えて受け継がれてき
たわらべうたと 20世紀の有名詩人・作曲家
が書いた童謡の両方が含まれます。真夏のお
盆の間、特に地方では、多くの日本人が三味
線・笛・太鼓で演奏される地元のメロディー
に合わせて歌い踊り、先祖の霊を迎えますが、
それは霊が毎年数日間、現世に戻ってくると
考えられているからです。

近現代日本の音楽

明治政府は日本の音楽を近代化する意図を
持って、学校に西洋音楽の指導法を導入しま
した。1879年、アメリカで学んだ政府高官、
伊沢修二が長調の第 4音と第 7音を抜いた五
音音階の曲の作曲を委嘱します。彼はこれら
の歌を同じ音階構成の西洋の曲（「Auld Lang 
Syne（蛍の光）」など）と合わせて教科書を
編纂しました。この教科書は全国の学校で採

箏曲の演奏
左から、琴、三味線、尺八
© Haga Library



J-POP

J-POPという語は、西洋の影響を受けた日
本の大衆音楽のほぼ全ジャンルを含みます。
エルビス・プレスリーが 1950年代半ばに火
をつけたロックンロールのブームは、西洋の
ポップミュージックの新しいジャンルが輸入
される際の一つのパターンを打ち立て、多数
の国産ロックバンドを生み出しました。続く
1960年代は、ボブ・ディランに影響された
フォークミュージックの流れと、ビートルズ
に刺激されたグループサウンズの流れの両方
が進んだ時代でした。その後、サイケデリッ
ク・ロック、カントリー・ロック、ヘビーメ
タル、パンク、レゲエ、ファンク、ラップ、ヒッ
プホップなど、ポップスのジャンルは、それ
ぞれの支持者と日本人ミュージシャンたちを
作り出していきます。そして 1970年代以降、
J-POPの商業的な核は二つの対照的な流れに
発展していきました。ポップアイドルと、当
初「ニューミュージック」と呼ばれたシンガー
ソングライターのジャンルです。
この二つのうち、シンガーソングライター

の側は自作を演奏する歌手やグループで、ほ
とんどは独自の道を歩みます。また、多くの
時間をツアー演奏に費やす傾向があり、テレ
ビに登場することは比較的まれです。矢沢永
吉や CHAGE ＆ ASKA、サザンオールスター
ズ、松任谷由実、B'zなどは何十年も人気を
保っています。より最近では、数多い沖縄出
身グループの一つ、ヒップホップの ORANGE 
RANGEもその一例でしょう。また、才能溢
れる若い R&Bの女性歌手、宇多田ヒカルも
このシンガーソングライターのカテゴリーに
該当します。
二つのジャンルのうち、もう一つの側には

アイドル歌手がいます。タレント事務所が発
掘し、訓練し、売り出すのが一般的です。従来、
ほとんどのアイドル歌手は若い女性で、比較
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用され、五音音階は次第に定着して、商業音
楽というジャンルの基礎となるに至ります。
そのほかに広くアピールした西洋音楽は軍隊
の行進曲で、明治政府が軍近代化の要素の一
つとして取り入れました。

1874年、日本初の政党が結成され、国会
の直接選挙を求める声が強さを増していきま
す。その指導者たちはたびたび公の場での演
説を禁じられたので、メッセージを伝える歌
を書いてもらい、歌手がその歌詞の書かれた
冊子を売りながら街を流しました。これが演
歌の始まりです。その演奏家たち自身も、次
第に辻立ちの政治煽動家から、通俗歌謡の提
供者、プロの歌い手へと進化していきました。
ラジオや蓄音機の普及前、演歌の歌手は音楽
発表の重要なメディアだったのです。

20世紀前半、日本の大衆音楽への西洋の
影響もだんだん大きくなっていきました。し
かし、西洋の楽器は単独で、または日本古来
の楽器と組み合わせて、広く使われるように
なったものの、メロディーはまだ日本の五音
音階を基本としていました。ところで、日本
最古の蓄音機用商業レコードの出現は 1907
年にまで遡ることができ、1920年代には録音
される大衆音楽の数もどんどん増えていきま
す。1930年代、バーやクラブで大衆音楽が育
つ上で、ジャズが大きな役割を果たしました。
第二次世界大戦の間、ジャズは禁止されまし
たが、それ以降は、比較的少数ながら熱心な
ファンや日本人演奏家に恵まれ、中には渡辺
貞夫、秋吉敏子など、国際的に有名な演奏家
もいます。
戦後、日本の大衆音楽は二つのはっきり異

なった道に分かれました。一つは J-POP（次
項参照）、もう一つは演歌です。明治時代の
政治的な演歌と異なり、現代の演歌の歌詞は
ほとんど失恋や郷愁のみを扱っています。そ
の最も顕著な特徴はメロディーを歌う際の
ゆっくりしたビブラートで、演歌は現在も日
本の年配層に非常に人気があり、カラオケの
演奏曲目でも主力となっています。

カラオケ
日本はカラオケ発祥の地
で、人々はカラオケをバー
やパーティー、家庭、さら
にはビーチでさえ楽しむ。
最も精巧なシステムでは、
歌詞がビデオモニターに映
し出されるようになってい
る。ポップスと情緒的な演
歌に人気がある
© Haga Library
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的短い間に強力にプロモーションされ（広
告・テレビ CM・テレビの音楽番組などに登
場し）、その後すぐに消えていく傾向にあり
ます。例外的に長続きしたのはトップアイド
ルだった松田聖子で、史上最高の売り上げを
誇った日本人歌手の一人です。1990年代には
Speedやモーニング娘。などのごく若い女の
性のグループが大変人気がありました。また、
美形の少年グループという流れも長い伝統
があり、そのほとんど（SMAP、Kinki Kids、
KAT-TUNなど）がジャニーズ事務所という
タレント事務所が産み出したものです。

日本のクラシック音楽

20世紀初めまでには、日本にもクラシッ
ク音楽を聴く耳の肥えた人々が少なからず存
在するようになり、それがヨーロッパの演奏
家たちに注目され、中には来日してリサイタ
ルやコンサートツアーを行う演奏家も現わ

れました。1926年、新交響楽団が設立され、
1927年に定期公演が始まります。1951年に
NHK交響楽団と改称、現在、同交響楽団は
日本放送協会の後援を受けており、日本を
リードするオーケストラとなっています。さ
て、1950年以来、日本現代音楽協会は新作振
興のため、毎年音楽祭を開いてきました。戦
後の著名な作曲家としては、日本の民話を題
材とした魅力的なオペラ『夕鶴』（1952年）
を書いた團伊玖磨、密教に着想した交響作品
を作曲した黛敏郎などがいます。また、評価
の高い前衛作品の作曲家、武満徹は映画音楽
も作曲し、世界的に知られています。多くの
日本人演奏家が留学した中、指揮者の小澤征
爾、バイオリニストの五嶋みどり、ピアニス
トの内田光子などは、国際的に息の長い名声
を確立しました。

東京の新国立劇場
1997年完成の東京の新国
立劇場には 3つのホールと
その他様々な施設がある。
これはオペラハウスで、グ
ランドオペラの上演に理想
的な環境を整えようと、標
準的なヨーロッパの劇場の
建築様式で建設された
© New National Theatre, Tokyo

ベートーベンの第 9交響曲
この大阪城ホールでの
ベートーベン第 9交響曲
の演奏には、1万人とい
う大合唱団が参加したと
言われる
© Yomiuri Shimbun


