
書評『近代日本の音楽百年』
第 1巻 序章「トントントンで始まる歴史」を読んで

山田 淳平

トントトトンで始まる歴史

トントントントントトトン。
本書によると、西洋の音衝撃第一波はこのように記されたという。あるいは本書は、
このトントンが開いた知覚の扉の向こう側の音楽史をたどってみようという試みでも
あるという。仮に自称して「トントン史観」であると。そしてトントントトトンは、
本シリーズ全体の行間で鳴り続ける「持続ビート」としての役割を与えられている。
本項は、このトントンというオノマトペが、実際の史料にどのように表記されている
のかについて、確認をしてみようという無粋な試みである。
このペリー艦隊の楽隊の太鼓の音を伝えたのは、浦賀に偵察に入っていた薩摩藩士、
竹下清右衛門と折田与右衛門の二人で、その記録は「浦賀見聞注進手控」という書名
で今日に残されている。本史料については横須賀史学研究会により翻刻がなされ、同
会編の『浦賀奉行所史料第四集』（横須賀史学研究会編 1972）に収録されており、本
書の引用もこの史料集に拠っているようである。まずはトントンの該当箇所を確認し
ておこう。

太鼓の打ようトントントントントトトン大に面白き打様也。（本書 1頁）

引用元である『浦賀奉行所史料集』には次のようにある。
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一、太鼓の打やうトントントントントトトン大ニ面白き打様也、（横須賀史学研
究会編 1972、268頁）

一部仮名文字に用字の異同があるが、本書の凡例に、文献の引用に当たっては原則的
に現代仮名遣いに改めたとあるので、そうした処理がなされたものであろう。それで
は、『浦賀奉行所史料集』の翻刻のもととなった原史料ではどのように表記されてい
るのであろうか。『浦賀奉行所史料集』が底本としているのは神奈川県立金沢文庫所
蔵本である 1。該当箇所を【写真 1】に掲げる。
金沢文庫本自体も写本であるので、親本におい
て実際にどのように表記されていたのかは現状不
明とせざるを得ないが、底本においては「トントン」
の繰り返しが踊り字で表記されていることが分か
る。
本書では、もう一箇所トントンのオノマトペが
引用されている。こちらは浦賀奉行所の与力らの
行列の様子を伝えたものである。引用元と合わせ
て下に記す。

西洋流のトントントンの太鼓に而押シ行申候
（本書 3頁）

一、壱番の剣筒の先に、押し太鼓ニ而西洋流
のトントントンの太鼓ニ而押し行申候、（横須
賀史学研究会編 1972、267頁）

引用元では「押し行」とあるところを本書では「押
シ行」とするなど、用字の処理に一貫性がないの
がやや気になるところではあるが、これも概ね忠実な引用と言ってよい。これもやは
り金沢文庫本の該当箇所を【写真 2】に掲げよう。

ここでは、『浦賀奉行所史料集』の段階で既に誤翻刻があることが判明する。まず、

1　 「浦賀見聞注進手控」（神奈川県立金沢文庫所蔵）。
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底本で「太鼓貝ニ而」とあるところ
が「太鼓ニ而」となっており、脱字
があることが分かるが、本書との関
わりで注目されるのは、「トントント
ン」と翻刻されている箇所が、実は「ト
ントヽトン」であることである。
擬音語・オノマトペは、音の様子
を直接的に伝えてくれるものであり、
特に録音技術の存在していない時代
の音楽史にとって、何にも代えがた
い文字史料であると言える。なれば
こそ厳密な翻字が求められる訳であ
るが、『浦賀奉行所史料集』では仮名
の踊り字である「ヽ」を「ン」と読
み誤ることによって、「トントトトン」
が「トントントン」になってしまっ
た 2。一文字の読み誤りでリズムががら
りと変わってしまうのである。
実際に太鼓の音を聞いた筆録者が、
それを文字にするに当たって「トントントン」ではなく「トントトトン」で代表さ
せて表現していることは重要であろう。しかもこの記述は、著者が重要視する「トン
トントントントトトン」よりも手前に出てきており、記録の上では、「トントントン」
よりも「トントトトン」の方が先行して現れるのである（もっとも、どちらも同じ嘉
永 6年（1853）6月 9日の様子を伝える記事なので先後関係を論じてもあまり意味は
ないのであるが）。
こうしてみると、著者が「黒船のトントン太鼓」（細川 2020）と名付けたものは、
実は「トントトトン太鼓」とする方が適当なのかもしれないし、「トントン史観」も「ト
ントトトン史観」に改められるべきなのかもしれない。いや、むしろ本シリーズが日
本における西洋音楽の受容・土着化を重視する立場をとっていることを踏まえるなら
ば、日本側による「西洋流」の「トントトトン」こそ起点に置かれるべきであろう。

2　 もっとも、誤翻刻といっても、当初の翻刻時点で誤っているものもあれば、誤植など印刷
工程上の錯誤の場合もあり、どの段階で誤りが生じたのかを追究することは難しい。
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また、他ならぬ本シリーズが 4巻を費やして明らかにした、近代日本の決して単調で
はない音楽のあゆみに思いを致すとき、そこに流れる持続ビートは、一定の「トント
ントン」よりも、少し変化のある「トントトトン」こそがふさわしいのではないだろ
うか。

本章の内容

冗談はさておき、本章の内容を紹介していこう。
本章は、「本書全体は実例に即したモノグラフの山で、近代化全体を見渡す場所は
あまりない。この序章はそれを補うべく基本概念について述べてきた」（本書 26頁）
と述べられているように、シリーズ全体の総論としての位置にある。冒頭に置かれた
「トントントトトン」で、ペリー艦隊の楽隊の演奏を、日本が西洋音楽と持続的な関
係を持つようになった起点と位置付けた上で、著者の基本的立場と視角が説明されて
いくことになる。第一節「点から線へ」では、著者の基本的な歴史認識が表明され、
中村洪介が説く洋楽受容の内発説を批判し、黒船衝撃説・外圧説を支持することが述
べられる。続く第二節「「音楽」 概念の近代性」では、「音楽」概念の外来性と近代性
を説き、近代音楽の「六元素」（数理的構造、楽譜、公共的な教育体制、公開演奏会、
自律美学、国民主義）を挙げ、そのどの要素においても前近代と近代の間に隔絶があ
ることを指摘する。第三節「普遍性という贈り物」では、洋楽圏、西洋音楽という「普
遍性」の中での日本の位置付けを検討し、世界的視野から近代日本洋楽史を評価する。
「おわりに」では、「トントン史観」の具体的内容（①庶民的立場の重視、②土着の音
感の重視、③鳴り物志向、④オノマトペ、ナンセンス、笑いの重視、⑤「頓智」の復
活の提唱）が明らかにされ、シリーズを通した基本的視角が提示されるに至るのであ
る。
論点は多岐にわたるが、ブルーノ・ネトル『世界音楽の時代』（ネトル 1989）が発

想源となっているだけあって、近代日本を世界的視野から評価しようとするスケール
の大きさは特筆される。第三節で、中南米の先住民やマダガスカルでの事例を引き合
いに出し、日本の洋楽受容をとらえ返している点などは、日本音楽史の普遍性と特殊
性を考える上でとりわけ重要な視点と言えよう。本章を一読すれば、本シリーズの各
章で取り上げられる様々な事例が、単なるモノグラフの集合体ではなく、大きな世界
観・歴史観の中で位置付けられ、最終的に大きな時代像（＝通史）が描かれるであろ
うことを、読み手に期待させる序章となっているのである。
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日本音楽史における「音楽」概念をめぐって

著者は、近代日本音楽史を説き起こすに当たって、「音楽」概念を重要視している。
著者の日本音楽史における「音楽」概念をめぐる認識は次の記述に明らかである 3。

ここで「音楽」という当時の非日常語を用いていることにも注目したい。「音曲」
でも「鳴り物」でもない。この珍しい語は楽隊の文字通りの舶来性をうまく込め
ている。「音楽」は通常、中国由来の管絃を指すだけで、やや特殊な用語だった。
（本書 3頁）

日本にはかつては、神社の神楽と宮中の雅楽と農民の唄とわらべ唄と謡いと声明
とはやり唄を包括する概念はなかった。これらがすべて鳴り響く音としてひとく
くりにできるという考え方は存在せず、そもそも「やまと」なり「くに」のくく
りで歌舞音曲を議論する機会がなかった。「人間によって作られた音」という相
の下で考えること自体が、西洋の衝撃の結果で、それに「日本」の枠を設けるこ
とは明治以降に限られる。（本書 8頁）

すなわち、①前近代における「音楽」という用語の限定性、②前近代における包括的
な「音楽」概念の不在、この二点を前提として、近代における「音楽」概念の普遍性、（西
洋からの）外来性を強調しているのである。そしてこの西洋由来の規範性、外来性こ
そが、黒船衝撃説を採る大きな根拠となっている。こうした考え方は、特に近代音楽
史においては珍しいものではないようで、塚原康子も「雅楽から浄瑠璃にいたるまで
を一つの領域として関連づける発想はなかったのである」（塚原 2008、461頁）と同
様の理解を示し、近年も「それ（音楽種目＝引用者注）を超えてあらゆる音楽を網羅
的に認識し通覧しようとする発想は近代以前には存在しなかったと考えてよい」（塚
原 2020、414頁）と再説しており、近代音楽史では通説化している認識であるよう
に見受けられる。
しかしながら、あらゆる音文化の総称としての「音楽」概念が近代に始まるもので
あるという考え方、とりわけ、音文化を通ジャンル的に通覧・包括する発想が前近代
に存在していなかったとする理解については、近世音楽史の観点からは違和感が拭え
ないところである。近世の知識人が音楽各ジャンルを通覧する発想を持っていたこと

3　 なお、著者の「音楽」概念に対する理解についてはHosokawa2013も参照。
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は、例えば次の史料を挙げれば十分に見て取ることができよう。

和歌も披講する事ありて節をつけ拍子をとり歌ひて心を慰め楽しむ事ばればこれ
即ち楽なり。其外我朝に楽といふものも品々ありて、上品にては管絃、舞楽、神
楽、朗詠及催馬楽など、一等さがりては平家、舞、謡能など、又一等さがりては、
筑紫琴、三線、小歌、浄るり、尺八、胡弓、歌舞妓狂言の類にいたるまで、其中
に雅俗善悪はあれども、畢竟は皆人の心を慰め楽しましめ、人情の所不能免のも
のなれば、これもやはり楽なり。（佐佐木 1917、96頁）

これは、江戸時代中期に広島藩に使えた儒者堀景山が著した「楽教訳解」の一節であ
る 4。「音楽」という熟語ではないが、「楽」という言葉でもって、管絃以下歌舞伎狂言
に至るまでの様々なジャンルを包括して論じているのである。こうした史料に接する
につけ、著者の「「人間によって作られた音」 という相の下で考えること自体が、西
洋の衝撃の結果」（本書 8頁）という主張が何に拠って来るものなのか疑問を禁じ得
ない。また、雅楽を基軸に近世の音楽観の変遷を概観した遠藤徹は、率直に次のよう
に述べている。

近年、西洋語の「music」の訳語としての「音楽」の語が定着する以前の日本では、
「音楽」の指す内容は雅楽の中の外来系のものにほぼ限られ、それを超える一般
用語ではなく、起源も演奏の場も異なる雅楽から浄瑠璃までを音の構築物として
一つの領域として関連づける発想はなかったという言説が近代音楽史の研究者か
ら出されているようであるが、筆者にはよく分からない言説である（一般書の類
に散見されるものであるが、これは日本音楽史研究者の総意ではない）。江戸時
代の楽を論ずる者や楽律学者は、俗箏や三味線、浄瑠璃などに言及する例が決し
て少なくはないし、浄瑠璃などを無視する者も、言うまでもなくそれらが音でで
きていると認識していなからではなく、淫声と考えるから除外するのである。益
軒の『音楽紀聞』も一見雅楽の概説書には見えるが、八橋検校以来の箏、三絃に
も言及した上で、これらを淫声と考え俎上に載せていない。一方、雅楽について
は外来系のものに限ってはいない。（遠藤 2012、11頁注 5）

4　 「楽教訳解」は所在不明であり、現在佐佐木の引用によってのみ知られている（日野校注
2018、251頁）。
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このような、近代音楽史と前近代音楽史との間に存する認識の懸隔は、著者が言うよ
うな「一般に洋楽研究者は前倒しで洋楽への国民への浸透を論じ、伝統芸能研究者は
土着の感性のねばり強さを強調する傾向にある」（本書 335頁注 4）という、洋楽研
究と伝統音楽研究の対比構造のヴァリエーションにも見えるかもしれないが、研究領
域の差異に起因するというよりは、単に前近代、特に近世における「音楽」概念をめ
ぐる研究の体系化が為されていないという研究状況の問題であると言えよう。そうい
う意味では、近代音楽史に「音楽」概念の刷新を迫ることができていない前近代音楽
史研究の側も一定の責を負っていると言える。
真に「音楽」概念の近代性、あるいは近世～近代の連続・不連続を見極めていくた
めには、近世における「音楽」の用法と、「音楽」に相当する概念の範疇を解明して
いくことが不可欠と考えるが、近世の同時代史料からの検討は別稿を期することとし
て、ここではこれまでの研究史との関係から、本書の「音楽」概念について考察を加
えてみたい。

吉川英史の所説をめぐって

前近代には「音楽」の語が音文化全体を包括する概念ではなかった、という主張が
なされる際に決まって引用されるのが、吉川英史の論文「「音楽」 という用語とその
周辺」（吉川 1984）である 5。この論文は、「音楽」の語の用例に着目して古代～近現
代に至る意味の変遷を追跡したもので、「音楽」という語が平安時代以降には雅楽の
中の中国・朝鮮からの外来系の器楽合奏曲を指すことが一般的となること、「音楽」
という名称が音楽一般に使われることが普及したのは明治時代以降で、主として西洋
音楽を指したこと、「音楽」という名称が日本のあらゆる種類の音楽に対して使われ
るようになるのは一般的には昭和時代であること、などが明らかにされている。確か
に一見して、前近代に限定的な意味内容であった「音楽」の語が、近代以降に包括的
概念へと変化を遂げていったように見える。しかしながら、前近代から近代への「音
楽」概念の展開を考える場合、吉川論文が合わせて明らかにした次の二点を考慮する
必要がある。すなわち、①近世における「音楽」の語義の拡大、②「音楽」の同義語
の検討の必要性である。
①については、近代の変化を論じるのであれば、近世段階の用法が重要になると思
われるが、本書では、雅楽の管絃の他は歌舞伎での「音楽」の用法が挙げられるのみ

5　 小島・塚原 2019、181頁、鈴木 2019、3頁。
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である。吉川論文では、「近世における 「音楽」 の意味の多様化と拡大」という節を
設けて、雅楽由来の用法が根強いとする一方で、「音楽」が三味線音楽や小唄を指す
事例（「淋敷座之慰」）も紹介している。本書では、こうした事例は例外であると判断
されたのか、特に言及は見られないが、このような近世における意味の拡大を提示し
ておくか否かで近代の評価は異なってくるのではないだろうか。吉川以外でも、笠
原潔は、「音楽」の語が雅楽と仏教音楽を指す用法が江戸時代にあっても基本であっ
たとしつつも、戦国時代の「楽師は音楽の事をする猿楽如者ぞ」（『古文後抄』、別名
『古文真宝抄』、1525年）という記述を引いて、「音楽」が猿楽を指す用例の存在を指
摘しているし（笠原 2001、58頁）、滝本裕造も、江戸時代の「音楽」という言葉が、
雅楽など上流社会のもの、器楽（舞楽を含む）、高尚、浄土、釈奠などの観念に依っ
ていたと一端は結論づけながら、吉川と同様「淋敷座之慰」の用法に触れるに及んで、
如上の観念だけでとらえることは止めなければならないと省みている（滝本 1987）。
吉川・笠原・滝本の三者とも、通時代的に「音楽」の用例を収集する中で、江戸時代
段階における意味の拡大を見出していたのである。こうした「音楽」の語に込められ
た多義性をめぐる議論を看過して、「音楽」概念の舶来性のみを強調し、黒船衝撃説
を採ることについては、とうてい疑問なしとはできない 6。
また、②の「音楽」以外の同義語の検討も重要である。何となれば、「音楽」とい
う言葉の意味内容が現代と前近代とで異なることが、必ずしも前近代において現代で
言う「音楽」に当たる概念が存在しなかったことを意味しないからである。
吉川は、「楽」「あそび」「うたまい」「管絃」「ふえつづみ」「糸竹」「音曲」といった「音
楽」の類語についても言及し、音楽を指し示す語彙の多さを日本の一つの特徴だとし
た。吉川は、「音楽」の類語については概略を述べるにとどまったが、「音楽」の同義
語について端的に説明を加えたのが国安洋である。

「音楽」が今日のようにさまざまの音楽的形態をすべて包括する名称として用い
られるようになったのは明治以後のことといえる。明治に至るまで、音楽的形態
すべてを総称して音楽という一つの単語だけで呼ぶならわしはなかった。さまざ
まな呼称が多様に用いられ、音楽もそのうちの一つにすぎなかった。たとえば、
江戸時代に小川守中が編んだ「歌儛品目」巻之五には「奏楽汎称」として七〇に

6　 なお、平野健次は、日本の伝統音楽各種目相互の非交流性を強調し、音響芸術全体を統括
する用語の使用例が少ないとしつつも、「もし必要ならば、それこそ 「音楽」 という漢語を
拡大解釈して、それで統括しえたのである」と、「音楽」の語が包括的な意味を持ち得ると
の見通しを示している（平野 1988、21頁）。
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近い名称が挙げられており、「音楽」もそのうちに含まれているが、それは「管籥、
鐘鼓ノミニシテ、諸絃類ヲ交ヘザルノ通称ナリ」と説明されているように、今日
の意味での吹奏楽に限定されているのである。現在の「音楽」を意味する多様な
名称の中でも最も古い用例は「楽」であり、それは「古事記」の天石屋戸こもり
の条に現れる。この記事は、日本の文献での音楽に関する記事の最初のものとし
ても有名である。（国安 1989、9頁）

「音楽」の語が音楽的形態すべてを包括する名称として用いられるようになったのが
明治時代以降であることを指摘しつつ、現代の「音楽」を意味する言葉として「楽」
を挙げている。先に引用した「楽教訳解」でも、管絃も平家も三線もすべて「楽」で
あるとされているのであり、前近代においては「楽」の語が現代の「音楽」に近い概
念であったことは首肯されるところである。前近代における包括的「音楽」概念の有
無の検証のためには、「音楽」の語のみを追うだけでは不十分であり、同義語の検討
が不可欠であることが明白であろう。
ここまで見てきたように、前近代と近代の間に存する「音楽」の語義の相違は、前
近代における包括的「音楽」概念の不在には直結しない。「音楽」の語義の変遷と、「音楽」
に相当する概念の有無とは、峻別して論じなければならない問題であると言えよう。
近代音楽史研究でしばしば引用される吉川論文であるが、堅実な用例研究から導き出
された、「音楽」の指し示す内容が現在と前近代とで変化があるという結論が、いつ
の間にか、前近代に包括的な「音楽」概念が存在していなかったという理解にすり替
わってしまっているのである。こうした理解を最初に誰が示したのか、にわかには明
らかにし難いが、前近代における包括的な「音楽」概念の不在から、西洋の影響によ
る近代における「音楽」概念の成立へ、という図式は、研究史の上で確立している共
通認識でもなければ、史料の所見から導き出された実証の成果でもない。ただその言
説だけが史料的裏付けのないまま独り歩きして一般化してしまっているのが実情なの
である。いきおい本書の「音楽」概念をめぐる理解も、再検討されて然るべきであろう。

兼常清佐の『歌舞音楽略史』「附記」をめぐって

著者が、包括的な「音楽」概念の代表例として掲げる小中村清矩の著書『歌舞音楽
略史』（小中村 1928）7も、果たして本当に近代的な「音楽」概念の所産なのであろうか。

7　 細かい点だが、本書 10頁上段 20行目に「雅楽寮伶人小中村清矩 『歌舞音楽略史』」とあるが、
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本文を読めば即座に見て取れるように、小中村の著書は前近代の様々な書籍に典拠を
求めて編述されたもので、喜多村筠庭『嬉遊笑覧』（長谷川他校訂 2004）や斎藤月岑『声
曲類纂』（藤田校訂 1941）など、近世段階で既に百科事典的に芸能諸種目を通覧して
いた典籍の上に立脚していることは一目瞭然である。
そして著者は、『歌舞音楽略史』の評価を、文庫本の附記を執筆した兼常清佐の言
葉として次のように語らせている。

『歌舞音楽略史』の岩波文庫版の付記で、校訂者兼常清佐はそれまで知識階級が
蔑視していた「歌舞音楽」を研究した点が画期的だったと強調し、「日本が、は
じめて日本音楽全史を持った」と讃え、種目を超えた歴史記述、一流の漢学者の
研究、この二点で先駆を成したと結論している。（本書 10頁）

ただ、実際に兼常の「附記」を読んでみると、兼常が本当にこのような結論を出して
いるかは疑問である。長文にわたるが、「附記」の全文を引用する。

附記
明治年間の音楽に関する文献の中では『歌舞音楽略史』は『俗楽旋律考』と共

に最も重要なものゝ一つである。
名が已に略史であるから、もちろん、この書に非常に詳しい専門的な叙述は望

まれない。しかし、日本音楽の歴史の確実な、そして十分に要領を得た叙述であ
るといふ事には誰も異論はあるまい。私共はまづこれだけの事を知つて居れば、
日本音楽の歴史については、決して多く不自由はしない。殊にこの書は雅楽に詳
しい。雅楽は日本最古の音楽で、そしてよく整つた、規模の大きな音楽である。
今日では宮廷の音楽となつてしまつて、私共平民にはそれに接する機会が甚だ些
いし、またその智識もなか 得難い。この書がこの音楽を詳述してゐるには、
確に一の特色である。
この書は、歴史の本から音楽に関する事がらを書きぬいただけで、何も独創的

なものがないと言ふ人があるならば、それは明かに誤である。この様な書を作る
事が已に大なる独創である。近代の日本は歌舞音楽を卑しいものと思つてゐた。
大学の境内では歌舞音楽を禁ずるといふ規則さへもあつたくらゐである。音楽を

著者の小中村清矩は「雅楽寮伶人」ではない。そもそも近代に「雅楽寮」なる官庁は存在
しない（索引にも立項されているが）。
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研究するといふ事などは学者の殆ど夢にも考へ得ない処であつた。その日本が、
はじめて日本音楽全史を持つたのである。確にこの書それ自身が甚だ独創的なも
のであると言はれよう。
たゞ私共にわからないのは、小中村博士が何故にこの書を作つたかといふ事で

ある。如何なる心の要求から、この書が産れたかといふ事である。音楽を如何に
考へてゐたかといふ事である。巻頭に採録した彼の自伝の中にも、一言も音楽に
触れてゐない。彼の文集『有声録』には一六一篇の文を収めてはあるが、その中
にも特に音楽を談じたものはない。強ひて求めるならば、神津仙三郎の『音楽利
害』のために、序文を書いたくらゐなものである。しかしそれはたゞ一篇の美文
に過ぎない。彼がこの書を作つたのも、恐らく或るものゝ歴史を知りたいといふ
興味と要求のためであらう。その対象物として、たま 日本音楽が撰ばれたの
であらう。私共にはそれはただ偶然の思ひ付きであつたといふよりは以上の事は
考へられない。また彼の遺族の一人に私が親しく聞いた処では、彼は自ら歌も唄
つたし、歌の文句さへも作つたさうである。その様な興味が自然に歴史探求の対
象物として音楽を撰ばせたのかもしれぬ。
この書は一般の人々のためには日本音楽史の常識を与へるもので、また進んで

新しい日本音楽史を書かうとする人々のためには、これらの仕事の基礎となるも
のである。近頃では日本の老人さへも歌舞音楽や、またその研究の必ずしも卑し
むべきものでない事を知つて来たらしい。三十年前のこの書は、これからさき、
恐らくさらに新しい、さらに大きな仕事を産む契機となるであらう。
この書の後人の研究に待つ処は、もちろん多い。それを知るのは、つまりこの

書の性質を知るのである。この書の校訂者は、ぜひそれを述べておかなければな
らぬ。その第一は材料を取る範囲をさらに広くして、日本音楽についてなほ多く
の正確な記録を集める事である。そしてもし出来るならば各時代の民謡俚歌の類
をもそれに加へる事である。第二は各時代の音楽がその時代の人の生活と如何な
る交渉を持つてゐたかを明かにする事である。恐らくこれがこの種の音楽史の仕
事であらう。そしてそれもまた確に一種の音楽史である、
もし直接に音楽そのものを取扱うとなれば、それは仕事が全く別になる。それ

には音楽の技巧の智識がいる。本当を言へば、その様な智識を持つた人にして、
始めて音楽史が書けるのかもしれない。その音楽史では、音楽はたゞ名称だけの
ものでなく、本当に音のする、実質的な音楽である事が出来る。しかし今の日本
の学問や技術の程度では果してその様なものが書かれ得るかどうだか、まだ誰に
もわからない。よし将来その様な種類の日本音楽史が書かれたにしても、この小
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中村博士の仕事はやはり廃らない。些くも文献上の歴史の基礎として、いつまで
もその独創的な存在を主張し得るであらう。
この書は、この様な意味で明かに私共の持つてゐる特種な古典である。

　　　　　　　　　　　　　校訂者　兼常清佐　　　　　（小中村 1928、187-189頁）

「歌舞音楽」を対象に通史を叙述したことの独創性は評価されているが、種目を超え
た歴史記述として先駆をなすというような評価を読み取るのは難しいように思える。
むしろ、本書の『歌舞音楽略史』への評価は、兼常自身の見解というよりも、包括的
な「音楽」概念を強調したい著者の想いが多分に投影されたものになってしまってい
ると言わざるを得ない。著者の、先行研究について自説に引き付けた読み込みをする
傾向には注意が必要である。

今後の課題

読書会の席上、本書における「音楽」の近代性の強調の背景には、中村洪介の内発
節を批判する意図が強いのではないかという教示を得た。確かに中村は、「日本の近
代化は既に江戸後期から静かに、しかし着々と準備されていた。西洋音楽の輸入、吸
収消化、定着の過程においてもそうであったと考えてよかろう」（中村 1988、4頁）と、
近世からの連続性を重視する主張をしており、本書の立場とは対照的である。しかし
ながら両者は、洋楽受容史という一点において同じ土俵に立っていると言える。視点
や評価に差異はあれど、洋楽の実践とその普及から近代音楽史を描出しようとしてい
る点は共通しているのである。
一方で、本稿で主題としたような、「音楽」概念を日本音楽史の中に適切に位置づ
けていくためには、音楽観の変遷を跡付けていくことが肝要である。他ならぬ対外関
係史研究が、「鎖国」祖法観の形成過程や、ロシアの接近による世界認識の転換など、
当時の対外観念や世界観を議論の俎上に乗せることによって、黒船衝撃説にとらわれ
ない豊かな歴史像を描き出していることに学ぶならば（岩﨑 2021等）、音楽史研究
においても近世～近代の音楽観を問うことは有効な視角であろう。
既に、近世の音楽観については、儒者や国学者の楽論・音楽思想を中心に、音楽
学や歴史学・思想史・漢文学等の諸分野で研究が進展しつつある（板垣 2004、清水
2009、遠藤 2012、榧木 2017、小島 2019、中川 2021等）。先に引いた遠藤も指摘す
るように、近世の知識人たちが雅楽・能楽や浄瑠璃・三味線などの諸種目を横断的に
比較検討し、如何に価値付けようとしていたかが明らかにされているのである。また
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近年、音楽史においても近世・近代の移行を歴史的に跡づけ、その連続性と非連続性
を見極めていこうとする試みや（北原・浪川編著 2020）、近現代の大衆音楽史を、在
来の「歌舞音曲」の文脈を意識しながら叙述しようとする成果（輪島 2015）も出て
きている。このような研究状況を踏まえれば、近世以来の音楽観が、西洋音楽が出現
した時にどのように反応し、近代以降の音楽観念が形成されていくのかは、黒船衝撃
説にとらわれず解明していくべき問題であると言える。
本書は、宮地正人の言を借りれば、「江戸時代には１ミリも遡及」しない（宮地

2018、76頁）音楽史に敢えてすることによって、近代日本における洋楽受容史を豊
かに描ききることに成功した。しかしながらそれによって、近世からの歴史的展開、
連続と不連続の解明については課題を残すことになった。特に「音楽」概念について
は、今後各時代の各分野からの検討と、相互の対話によって議論を深めていくことが
求められていると言えよう。
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