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I .序論

どこの閣の音柴にしてもその園の音築の特質を知り、それを明らかにしようと

思えば、まず二つの観融からその閣の音繁の姿を見なければならない。第一は、

通時的にその音楽の輪郭を把握する歴史的理解であり、これは音柴史の分野で扱

われるものである。第二は、共時的にその音築の委を見る体系的理解であり、音

禦理論書で主に言及きれる問題である。

ごの二つの観離は日本音柴においても例外ではなかろう。日本音築を通時的に

理解しようとすると日本音築史の分野に燭れなければならない。その際、つまり

日本音繁史の流れをつかもうとする時、最初に嘗面する問題はその時代匡分の問

題であろう。

日本音柴の歴史的な流れを体系的に認識しようとする動きは、大正時代から現

在にいたるまであり、数多くの音築史の概論書や関連の書物が出きれている。し

かし、今まで刊行された日本音築史の書物で、時代匝分に闘する問題について言

及しているものは僅かであり 1、ほとんどのものが音築史を概観する際、時代匝分

に闘する問題を皮相的に扱っているのである。従って、今まで出版きれた日本音

築史の概論書や閥漣の書物を分析的に考察し、従来日本音築事者らが追求してき

た時代匝分の全般的な輪廓を把握することを本稿の目的とする。また、時代匝分

の名称についても考察したいと思う。

1 紹回茂太郎 「日本音衆文化史，lJ 世界音集講座 xm，l∞東京:春秋枇， 1回3: 13-17. 

伊庭孝 「日:本音築史』音祭講座 17東京:1事昔話祉， 1934 : 7-9. 
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11 .日本音集史の時代直分の槍討

時代匝分は、歴史の襲遁を幾つかの特徴的な時代に匝分して、それを体系的に

理解しようとする歴史認識の一つの形態である。 音柴史の時代底分は音柴の歴史

的な麹遷を基に歴史の中に貰際に現れた襲化を明確な時期によって匝切る作業と

言えよう。時代匪分の問題は歴史を体系的に認識するために必ず嫡れていくべき

の問題であり、音柴の歴史的流れを正しく把握するのにも必修的に考察すべき重

要な問題の一つであろう。

ところで、音柴の歴史を匝分するには幾つかの方法があるが、本稿では大きく

四つに分けてみる。

第ーの方法は、政治史に従って、古代・中世・近世・近代・現代と分ける2方法

である。 第二の方法は、王朝交替による匝分方法、つまり日本音柴に営ててみる

と、大和・飛鳥・奈良・卒安・鎌倉・室町・江戸・明治・大正・昭和などの名称

を用いる方法である。第三の方法は、音築様式の受容と護展によって匝分する方

法である。既存の日本音築史の概読書の大部分がこの方法を使っており、外園の

音柴の受容と日本民族音柴の護達の面から時代の名称を付けている。第四の方法

は、音柴をその行われた階級を中心にして匝分する方法であり、例えば、公卿音

柴中心時代・武家音築中心時代・庶民音柴中心時代という名称が用いられる。

それでは、以上述べた時代匝分の方法をもとに、従来の音柴皐者達がどのよう

な方法を用いて時代を匝分しているかを調べてみよう。まず、大正時代から現在

までの日本音柴史の闘連書に護表されたものを時代順に並べると<表1>の通りで

ある。

2 田辺史郎 「日本音衆:歴史J r邦楽百科事典J (吉川英史監修)東京:音繁之友祉:769. 
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〈褒1>日本音集史の構説書における時代匝分の一覧表

年代 4∞ 6∞ 8∞ 1201日 1400 1600 181ヨo1銃犯

時代 太古 大和 飛.. 奈良 平安 鎌倉 室町 江戸 明治 大正・昭和

外邦策検入時代 邦祭産出時代

新 百済 唐 唐 内 雅 雅 語 回 猿 雅祭 一 一 諸
①日本音禦

編 集 型軽 樟 外 費理 俗 物 集 集 新機 絃 絃 集
の話 創始時代

集 伎禦 職 禦 自慢 円 集 産 の能 の能 流の 策 業 交
欧洲費量恥入時代

(913) 
職 般入 入 輿 融 熱 分 出 勃 勃 殺生 度 円 替

入 期 期 隆 和 期 岐 期 興 輿 期 出 熱 期

期 期 期 期 期 期 期 期

大和民族 支那大陸より輸入の形式音策時代 鎖園的日本音築の勃興時代

固有の
輸入音禦

ヨーロッパ大陸

②日本音楽
原始育祭

織入育祭の模倣時代 の日本化 過度時代 向上時代 常識音築時代
音型陣織入時代

自陣話
時代

時代

(919) 
原始時代 形式時代 内容時代 欧風形式時代

上下平等
公卿中心時代 混観時代 武家中心 町人職人

上下平等時代
時代 時代 中心時代

外邦自陣織入時代 邦幾度出時代

③ 日本音無
新 百済 唐 唐 内 雅 雅 語 回 猿 雅禦 一 ー 諸

躍 書韓 集 車車 外 書世 俗 物 費量 集 新議 絃 絃 ~ 
の聴き方 原始時代

集 伎策 職 費量 策 円 '匝 産 の能 の能 流の 集 自慢 交
欧洲幾織入時代

(924) 
園量 織入 入 輿 融 熱 分 出 勃 勃 殺生 度 円 替

入 期 期 隆 和 期 岐 期 輿 興 期 出 熱 期

期 期 期 期 期 期 期 期

④日本音集
日本民族の 大陸音製織入 内外型軽

の研究
原始的音集 形式的音禦 の融和

新岡民音楽の建設 俗書慢の隆盛 西洋音，慢の輸入

(1926) 

⑤日:本
形式的日本音繁喜望遠時代 鎖圃的日本闘民音策時代

音策史 原始的歌自臨時代 仏徒
闘際的日本

(932) 外邦幾棋倣時代
内外禦

音禦
武家音集 庶民音幾 音祭建設時代

敵和時代
中心時代

中心時代 中心時代

⑥ 日 本 音 策
西洋

文化史
原始低級 大陸高級音禦 大陸音築 新国民音集 圃民音幾 音型軽 新日本音策

(1鉛3)
音禦時代 模倣時代 同化時代 建段時代 Z型連時代 総入 建設時代

時代

⑦日本

育祭史
原史時代より 飛鳥朝

平安靭 武家時代
徳川 原線

幕末

(1934) 
仏語k傭来まで 奈良朝 初期 以後

⑧ 日本の

音型陸 原始音築時代 第一圃際音築時代 績回的民族音築時代 第二圃際音築時代

oお4)

⑨日本音集
原始民族 大陸音禦滑化 民族音集

洋禦 洋楽 民族音

の11史 大陸音祭儀入時代 民族音祭典隆時代 輸入 滑化 '陣興陵

(965) 
音費臨時代 時代 大成時代

時代 時代 時代
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⑪日本の
原始民族 大陸資策 大陸育祭 民族音策

洋. 得策 民族音

侮統音鱒
音，臨時代 網島入時代 洞化時代

民主長音集興隆時代
大成時代

-入 静電化 策興隆

(1鋭淘} 時代 時代 時代

原始時代 中世 中世 近世
近世

近代 近代

⑪日本音禦
古代初頭 古代前期音幾 古代後期育祭 前期 後期 初期

音策
前期 後初 現代

の歴史と
音祭 音禦 官費匝 音自慢 音禦 音策

民銀
優賞 大陸音幾

大陸育祭 民族音集 民族音幾 背集 民族音幾
洋鍵 洋銀 新日本|

(1971> 織入以前
織入時代

大陸音集消化時代
殻生時代 興隆時代 大成 大成時代

織入 滑化 音禦の

の時代
自慎備

時代 時代 創作甥

⑫日本の
日本固有音集 アジア大陸 日本の圃民的民族 回民音禦 世界的

音集
妓生時代 育費陣織入時代 音禦の殻連時代 の時代 音築時代

(1釘2)

古代前期 古代後期 中世 近世 近代・現代
⑬日本の

育祭〈歴史 固有音集の時代 大陸音楽総入時代 民族音幾の時代 西洋音祭儀入時代

と理論〉 大陸音 世界音
(1974) 原始民族音築時代 大陸音集織入時代 集日本 民族音祭典隆時代

民族音禦 洋鍵織入
祭典隆

化時代
大成時代 時代

時代

Early Ancient Late Ancient 
Early Middle Ages 

Late勘fiddle
Modern也nes

⑬ Grove Ages Ages Ages 

dic首on釘Y
Pぽiodof 2nd period of 

(1980) 別主iodof 
international 

1 st period of 
national 

period of 

native music National music world music 
muslc muslc 

⑮邦幾
大陵音禦 民族音楽

洋費豊 洋豊臣 民族音

百科事典 原始民族音集時代
総入時代

大陸音禦消化時代 民族音祭典隆時代
大成時代

般入 帯電化 集興隆

(1犯4) 時代 時代 時代

⑮点摘日本
模巡回産 純周産品

再 国産品

音織の世界 あけぼの時代 直織物全盛時代
品奨励剣 成畏時代

恥入 高度成長 第三次織入時代

(1袋路} 時代 時代

⑪日本音雛
大陸音禦 民族音調理 洋司直輸入時代

大事典 原始日本音策時代
検入時代

大陸音祭消化時代 民族音禦興隆時代
大成時代 以後

(1鋭~)

上の<表1>の日本音築史の関連書は以下のものであると

鈴木鼓村

① 1913 r邦柴沿革略J r日本音禦の話」東京:膏報社:1-84. 

1似4 r日本音柴史』東京:肇書房.

田辺尚雄

② 1919 r第二章日本音架設建の概観J r日本音柴講話』東京:岩波書店

:印ー237.0995 r日本音集講話』 改訂版:55-232) 

①~⑪の番蛾は、前のく表1>の番貌に鈎応する. 順番は著者別に、初出のものが古いものから願に並べ

た. 又、内容が反復きれているものには番貌を付けなかった.
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④ 1926 r日本音柴の歴史的見方」 音築叢書第拾老編 r日本音築の研究』

東京:京文枇:40-51. 

⑤ 1932 r日本音柴史」東京雄山閤

1934 r日本音築史，1J 世界音柴講座 xm，99東京:春秋祉.

1940 r第一章日本音築費蓮の概観J r日本音禦概説」東京:河出書房

: 16-152. 

1951 r第一章日本音柴襲逼の概観J r日本音柴概論』東京:音繁之友

枇:5-142. 
③ 1缶4 r第二章日本音架設達の概観J r日本の音柴』東京:文化研究社

: 5-14. 
1963 r日本音禦史』東京:東京電機大事出版社.

那智俊宜

③ 1924 r縮説J r日本音柴の聴き方』大阪:大阪毎日新聞社:1-6. 

紹田茂太郎

⑥ 1933 r日本音柴文化史， 1J世界音柴講座xm，1∞東京:春秋社.

伊庭孝

⑦ 1934 r日本音禦史』音柴講座 17東京:皐重華社.

(1950、音楽文庫 8(音柴之友祉)として復刻)

吉川英史

星旭

⑨ 1965 r日本音柴の歴史』 東京:創元社.

⑩ 1969 r日本音柴史年表」 敢育音築別曲 『日本の惇統音柴』東京:音

繁之友祉ぉ2-270.
1974 r日本音柴史年表」園立劇場事能鑑賞講座 r日本の音柴<歴史と

理論>J
(岸辺成雄・横道高里雄・吉川英史・星旭・小泉文夫共著)東京:

日本華街文化振興曾:94-99. 
⑪ 1971 r第一部 日本音柴の歴史J r日本音築の歴史と鑑賞』東京:音

柴之友枇:22-173. 
岸辺成雄・横道高里雄・吉川英史・星旭・小泉文夫

⑬ 1974 r歴史篇」園立劇場轟能鑑賞講座 『日本の音柴<歴史と理論>J

東京:日本郵術文化振興曾:6-64. 

岸辺成雄

⑫ 1972 r日本音柴の歴史J r日本の音柴』東京 : 日本放進出版協曾

181-210. 
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⑭ 1980“Jap.回;1. General ; 2.日story"Ihe new~rove_dictionarv of 
music and musician~. eds. SADIE， S同nley.a. o. (London:Macmillian) 

9:切手506.

田辺史郎

⑮ 1偲4r日本音楽:歴史J r邦柴百科事典J (吉川英史監修)東京:音柴

之友祉:7，印ー775.

久保田敏子

⑮ 1985 r第一章;ニ.日本音柴の流れを大ぎっぱにつかもう J r臨描日

本音柴の世界」 東京:白水量士:64-79. 

平野健次・上参郷結庚・蒲生郷昭(監修)

⑪ 1989 r日本音楽の流れJ r日本音楽大事典』東京:平凡祉:1.

第ーの方法， 卸ち政治史に従う時代匝分法(古代・中世など)を使っているものと

しては、星旭の r日本音柴の歴史の鑑賞J (⑪)と、岸辺成雄共著の『日本の音柴<

歴史と理論>..1(⑬)岸辺成雄が rThe new Grove dictionary of music and 

musiciansJに書いたもの(⑪)が皐げられる。しかし、いずれも賓際には第三の方

法を使っており、例えば、古代一原始民族音築時代、のように二つの名称を併記

している。

王朝による匝分法である第二の方法を用いているのは、伊庭孝の r日本音柴史』

(⑦)の一つだけである。著者は「本書は、音柴を主とせずに、時代を主とする。

そして時代と共に、その音柴を読<J と述べており、音柴によって時代を匪分し

ているのではなく、幾っかに時代を分けてその時代によって音柴の襲濯を説明し

ている.しかし、その時代を匝分する基準や方法を明確にせず、飛鳥朝と奈良朝

を一つに扱ったり、鎌倉時代と室町時代を一つにして武家時代と称したり、また

その名称にも王朝名を用いたり、人名を使ったりして、統一きれていない。

第三の方法は、前にも言及したように最も一般的に用いられている方法で、特

徴のある音柴が出ることによって、または音築様式によって時代の匝分し、外園

の音柴の受容と日本民族音禦の護達の面から時代匝分を付けている方法である。

この方法によるものには、取り上げた概読書中で、伊庭孝の『日本音柴史..1(⑦) 

の以外のもの、つまり、鈴木鼓村の『日本音禦の話J (①)、田辺向雄の「日本音

築講話J(②) r日本音柴の研究J(④) r日本音築史J(⑤) r日本の音柴J(③)、那

智俊宜の『日本音禦の聴き方J (①)、紹田茂太郎の r日本音築文化史，1..1(⑥)、吉

川英史の r日本音柴の歴史J (⑨)、星旭『日本の侍統音柴J (⑪) r日本音柴の歴史

と鑑賞J (⑪)、岸辺成雄共著の r日本の音柴<歴史と理論>J (⑬)、岸辺成雄の

r日本の音柴J(⑫) rThe new Grove dictionary J (⑭)、田辺史郎の r邦柴百科

書字典J (⑮)、久保田敏子の「点描日本音柴の世界J (⑮)、卒野健次(外二人)の監修
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による『日本音柴大事典.JI(⑪)がある。この中で、久保田敏子の『点描日本音楽

の世界.JI(⑮)は、底分した時代の名称から見て、一見音柴の面ではなく産業の面

から時代匝分を行っているように見えるが、その時代名称の直職物や園産品とは

轍入音築や日本民族音柴を指すものであり、この本もはやり音築様式による時代

医分を行っていると言える.

音柴をその行われた階級を中心にして匝分する方法、自日ち第四の方法は、田辺

尚雄の『日本音柴の講話.JI(②)と『日本音楽史J (①)で用いられている r日本音

柴の講話J (②)は二つの方法で時代匝分を行っているが、まず音築様式による方

法(第三の方法)を用い、さらに園民的階級を中心として、上流(公卿)・中流(武家)・

下流(町人職人)に分けて時代の特徴を表している。 r日本音築史.JI(⑤)では全体を

階級によって匝分したわけではなく、部分的に鎌倉から江戸までを仏徒・武家・

庶民音築中心時代のように見ている。

要するに、取上げた十七種の概読書の中で、十四種のものが第三の方法、つま

り音柴活動の歴史的な事買を音築様式によって時代を匝分する方法を用い、外園

の音柴の受容と日本民族音集の護遣の面から時代匝分の名称を付けていることが

明らかになった。

しかし、これらを細かく見ると、匪分している時期の敷やその匝分の時期の年

代(上限・下限)などがそれぞれ異なっており、全く同じく時代を匝分したものは

ほぼ見られない。とはいうものの、異なる時代匝分でもある共通黙を探すことは

できるので、その共通舶を中心に幾つかの類形に分けて考察することにする。

1.時期分割

先ず、日本音築史の流れを幾つの時期に分けて見ているのか調べよう.

(1)四期に底分したもの

鈴木鼓村の「日本音築の話J (①) (以下便宜上「鈴木①」のように姓と番暁の

み示す)r田辺②J と「那智③J r田辺⑤J r田辺⑧J r岸辺(共)⑬」は日本音柴

史の流れを四期に分けて見ている。 この中で「鈴木①」は日本音柴を時代匝分し

て述べた最初の本でもあるが、これと「那智①」の時代匝分は完全に一致してお

り、特に他の本とは異なって四期に匝分してから更に第二期と第三期をそれぞれ

約100年ずつ七つに細分している。ほかに、 「田辺②J r田辺⑤J r岸辺(共)⑬」

は四期をまた七期とも見ている。

(2)五期に匝分したもの

五つの時期に匝分したものは「岸辺⑫J r岸辺⑪」である。これらについては

後述する。
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(3)六期に底分したもの

六期に分けているものには「田辺④」と「卒野(共)⑪」とがあるが、これらは

第二期の下限が相互異なるだけであり、それ以外は一致している.

(4)七期に匝分したもの

「紹田⑥」と「伊庭⑦J r久保田⑮」が七期に匪分したものである。 r久保田

⑮」において第一・二・三期は「紹田⑤」と、第四・五・六・七期は「伊庭⑦」

と一致している。

(5)入期に匝分いたもの

八期に匝分したものは「吉川⑨」と「星⑩J r田辺史郎⑬」である。 これらが

他のものとは匝別きれる特異な点は、多くの他のものが明治以後を一期に見たの

に劃して、これらは第六・七・八期の三期に分けて見ているという点である。

(6)十期に匪分したもの

「星⑪」は取上げたものの中で最も多くの時期に分けて、十期と見ている。 しか

しこれは八期と匝分した「吉川⑨J r星⑪」とほぼ一致しており、ただ「吉川⑨」

「星⑩」の第五期を二つに分けて第五・六期に見ているだけである。

以上、日本音楽史の流れを幾つの時期に匝分して見ているのかについて考察し

てみたが、大きくは四期から細かくは十期まで分けており、それぞれ異なる見解

を見せている。しかし、このように時期を匝分した理由や基準についてはほとん

どのものが明らかにしていないのである。

2.類形別の底分

前で考察したように既存の音楽史閥係の書物はそれぞれ異なった時代匝分を行

っているが、しかしこれらは類似いたもの同士にまとめてみることができる。大

きく三種の類形に見る。

(1)第1類形

四・五期に分けているものであり、 「鈴木①J r田辺②J r那智③J r田辺⑤」

「田辺⑧J r岸辺(共)⑬」・「岸辺⑫J r岸辺⑭」がそれである。

(2)第2類形

六・七期に分けているものとして、 「田辺④J r平野⑪」・「紹田⑤J r伊庭

⑦J r久保田⑮」がこれに属するものである。

(3)第3類形

八・十期に匝分しているものであり、 「吉川⑨J r星⑪J r田辺史郎⑮」・「星

⑪」が畢げられる.

これを類形別に、類似しているもの順に衰にしてみると以下の<表2>の逼りで

ある。
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日本音集史の概意書における時代匝分の類形 1

年代 400 600 ωo 12∞ 1400 1600 1850 1凱泊

時代 太古 大和 飛鳥|奈良 平安 録倉 寮町 江戸 明治 大正・昭和

/①日本音策
創始時代 外邦集織入時代 邦禦産出時代 欧洲'陣織入時代

の話

③日本音策
原始時代 外邦無恥入時代 邦無産出時代 欧洲鍍明白人時代

の.き方

①日本音集 原始音繁
支那大陸より鎗入の形式音築時代 鎖闘的日本音祭の勃興時代

ヨロッパ大陸

勝話 時代 音機織入時代

⑤日本
原始的歌務時代 形式的日本音築震漣時代 S貴闘的日本個民膏築時代

圃額約日本

音祭史 音集建綾時代

⑨日本の
原始音型軽時代 第一圃際音禦時代 餓図的民族音築時代

.::.圃際

音祭 音築時代

⑬日本の
固有膏禦の時代 大陸音幾織入時代 民族音祭の時代 西洋音集録入時代

音豊臣

⑫日本の 日本固有音築設生 アジア大陸 日本の国民的民族 回民音楽 世界的

音禦 時代 音集職入時代 音集の貌達時代 の時代 音禦時代

⑪ Grove 日説。dof 
period of 

1st lX羽odof 
2nd period 

period of 
in惚mational of national 

¥dictionary native music 
muslc 

national music 
muS1c 

world music 

④日本音禦 日本民族の 大陸音策総入 内外禦
新圃民音禦の建設

俗築の
西洋音祭の除入

の研究 原始的音幾 形式的音型車 の融和 騒盛

⑥日本音禦 大陸高級音楽
大陸音

新国民音集 園民音祭
西洋音 新日本音祭

原始低級音築時代 集同化 集線入 建設時代
文化史 模倣時代

時代
建設時代 渡遁時代

時代

⑮点描 模造
純周産品

再 国産品

日本音幾 あけぽの時代 直織物全盛時代 圃産品
成長時代

験入 高度成 第三次織入時代

の世界 奨働期 時代 畏時代

⑪日本音集
原始日本音築時代

大陸音鍵 大陸音禦
民族音祭典隆時代

民族音集 洋集犠入時代

大事典 織入時代 消化時代 大成時代 以後

⑦日本 原史時代より 飛鳥朝
卒安朝 武家時代

徳川 元禄
幕末

音築史 仏量生伝来まで 奈良朝 初期以後

⑨日本 音鍵 原始民族 大陸音禦 民族音豊臣
洋集 洋書匝 民B長音

大陸音集恥入時代 民族音祭典樋時代 検入 洞化 .輿降
の歴史 音築時代 消化時代 大成時代

時代 時代 時代

⑩日本の 原始民族 大陸音禦 民族音祭
洋禦 洋製 民族音

大陸音楽験入時代 民族音幾興隆時代 職人 消化 祭典隆
傭統音幾 音築時代 消化時代 大成時代

時代 時代 時代

⑪日本音鍵 原始時代 中世 中世 近世
近世

近代 近代

の歴史と 古代初頭 古代前期音禦 古代後期音禦 前期 後期 初期
音築

前期 後期 現代

鑑賞 育祭 音集 音祭 音幾 音集 音策

⑮邦築 大陸音雛 大陸音幾 民簾音策
洋梨 洋集 民族音

百科歯車典
原始民族音，臨時代

職入時代 消化時代
民族育祭典隆時代

大成時代
稔入 洞化 集興隆

時代 時代 時代

〈褒2>
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1
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これを更に簡略にすると<表3>の通りである。

く襲3>日本音集史の概説書における時代匝分の額形 2

年代 4∞ 600 800 12∞ 1400 1600 1850 1900 

時代 太古 大和 飛鳥|奈良| 平安 鎌倉 | 室町 江戸 明治大正・昭和

第一類形 創始時代 大陸音楽輸入時代 民族音築時代 西洋音祭儀入時代

第二類形
日本民族の 大陵音禦織入

新岡民音禦の建設
俗自慢の 西洋音幾の

原始的音禦 形式的背祭 の融和 隆盛 恥入

原始民
民族音楽

洋禦 洋集 民族音

第三類形 族音祭 大陸音策調融入時代 大陸音禦滑化時代 民.音禦興隆時代
大成時代

験入 滑化 祭典隆

時代 時代 時代 時代

<表2>と<表3>で見るように、取上げた十七種の日本音柴史の概論書における

時代置分は、大きく三種の類形に分けることができる。この中で、四期に分けた

第一類形が最も多くのものを占めている。 第二類形は、第一類形の第二期と第三

期をそれぞれ二つずつ分けて第二・三期と第四・五期と見たものであり、第三類

形は、第二類形の第六期を更に三つに分けて第六・七・八期にしたものに過ぎな

し、。

3.時期の細分左上・下限緩

このように、多くのものが日本音柴史の流れを四期に分けて見ており、そこで、

四期の直分をもとにし、その時期ごとに更にどのように時代を細分して見ている

のかを検討してみたいと思う。また、必ずしもその四期の上限と下限が一致する

とは言えないので、それについても調べることにする。

(1)原始時代まで

原始時代の下限緩を5世紀の牢頃(允恭・欽明天皇の頃)までと見ているものと、

7世紀(推古天皇頃) までと見ているものに分けてみる。 前者に属するものは、

「鈴木①J r田辺②J r那智③J r吉川①J r星⑪J r星⑪」であり、後者に属

するものは「田辺④J r田辺⑤J r紹田⑤J r伊庭⑦J r岸辺(共)⑬J r岸辺⑫」

「岸辺⑭J r田辺史郎⑬J r久保田⑮J r卒野(共)⑪」である。

(2)原始時代以後、 卒安時代まで

原始時代以後、卒安時代までを匝分しなくて一つの時期に扱っているものと、

二つの時期に分けているものの二種類がある。 前者は「鈴木①J r田辺②J r田

辺⑤J r田辺⑥J r那智①」であり、後者は「田辺②J r田辺④J r田辺⑤J r紹

田⑥J r伊庭⑦J r吉川⑨J r星⑩J r星⑪J r岸辺(共)⑬J r田辺史郎⑮J r久

保田⑮J r卒野(共)⑪」である。 また、田辺②」と「田辺④」はまず一期と見な

してからそれを更に二期に分けているし、 「鈴木①」と「那智⑥」も最初は一期
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と見なしてからそれを更に約1∞年ずつ七期に細分している.

二期に分けているものは、前期の下限を奈良時代までと見たものと、卒安中期

の約十世紀末頃(延善・天暦の時代)までと見たものとに分かれるが、前者には「

伊庭⑦J r吉川⑨J r星⑪J r星⑪J r田辺史郎⑮J r卒野(共)⑪」が、後者に

は「田辺②J r田辺④J r田辺⑤J r紹田⑥J r岸辺(共)⑬J r久保田⑮」が嘗

たる。

(3)鎌倉時代より江戸時代まで

鎌倉時代より江戸時代までを、一つの時期と扱っているものから四つの時期に

分けているものまでがある。 一期と見ているものは「鈴木①J r田辺①J r田辺

⑤J r田辺⑥J r那智①J r岸辺(共)⑬」であり、二期としたものは「田辺④」

「紹田⑥J r吉)11⑨J r星⑩J r岸辺(共)⑫J r田辺史郎⑮J r卒野(共)⑪」、三

期に分けているものは「田辺②J r田辺⑤J r伊庭⑦J r久保田⑮」、四期に匝

分しているものは「星⑪」である。 r田辺②」と「田辺⑤」はまず一期と見てか

らそれを更に二期に分けているし、 「鈴木①」と「那智③」も最初は一期にして

更にこれを約100年ずつ七期と匝分している。

二期に匝分したものは、前期は鎌倉時代と室町時代を一つに前期とし、江戸時

代を後期と見ている。

三期に分けたものの中で、 「田辺②J r田辺⑤」は鎌倉・室町・江戸の三つに

匝分しているが、 「伊庭⑦」は鎌倉と室町・江戸前期・江戸後期の三期と分けて

いる。

原始時代以後、江戸時代までをほとんどのものは、大きく二期に(飛鳥ー卒安、

鎌倉一江戸) 分けているのに劃して、 「岸辺⑫J r岸辺⑭」は三期に、即ち、飛

鳥ー卒安中期、平安中期一室町、江戸に分けており、平安後半と鎌倉、室町を一

緒にしている。これと類似的な見解をみせているのは「岸辺(共)⑬」であるが、

この本では第三期 (中世・近世と示している) の上限が同じく卒安中期とされて

いる(後述)。

(4)明治時代以後

ほとんどのものが明治以後を一つの時期としたのに劃して、 「紹田⑥」と「岸

辺⑬」は二つに、 「吉川⑨J r星⑩J r星⑪J r田辺史郎⑮」は三つの時期に分

けている。

二期に匝分したもので、 「紹回⑥」は明治を一期に、大正以後をまた一期にし

ているが、 「岸辺(共)⑬」は近世と現代の二期に分けている。

また、三つの直分は、明治・大正ー第二次封戦終了・現在まで、惑は近代前期・

近代後期・現代の三期に分けて見ている。

以上、日本音築史の流れを幾つの時期に匿分して見ているかを調べて四期に分

けて見ているものが最も多くを古めていることがわかり、その四期をもとに、時
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期ごとに更に幾つかの時期に分け、その上限と下限をどのように見ているかにつ

いて考察してみた.

原始時代の時代設定においてその下限を5世紀半頃と見ているものもあれば、 7

世紀とみているものもあり、また同じ著者によるのものの間(田辺の②と④⑤⑤)

きえ相違が見られる。 しかし、そのように時代を匝分した理由や基準については

ほとんど明確に提示していない。 原始時代以後から卒安時代までの時期を二つに

分けているものの間でもその前期の下限の相違が見られ、前期の下限を奈良時代

までと見ているものと、平安中期までと見ているものに分かれている。 それは、

鎌倉時代から江戸時代までに時期にも例外ではない。 この時期を三つや四つに分

けて見ているものはそれぞれ上限・下限が異なっている。

このように、既存の日本音柴史の概論書において、その時代匝分についてそれ

ぞれ異なる見解を見せているが、そのように時代を匝分した理由や基準について

はほとんど明らかにしていないのである。

困みに、古代・中世・近世・近代・現代という時代匝分の名称を使っているも

のについて附言したいと思う。 r星⑪J r岸辺(共)⑬J r岸辺⑭」がその例である

が、この三者は、古代なり中世なりその時期の上限・下限をそれぞれ異なる時期

に置いている。つまり、 「星⑪」は古代の下限を平安末期 (12世紀末)と見てい

るのに劃して、 「岸辺(共)⑬」と「岸辺⑭」は平安後半(11世紀末)と見ている。

それで、 「星⑪」は中世を約370年間 (13・14・15世紀と16世紀前牢)と、 「岸辺(共)

⑬」は約450年間 (12・13・14・15世紀と 16世紀前半)と見ているのである。後者

の場合は、 「一般には、鎌倉幕府の成立によって中世が始まり、・・(中略)一事

術史の上では、すこし時離をずらして考えた方がよいようである。 すなわち、院

政の開始(1侃6)を中世の上限とし、室町幕府の崩壊(1573)をその下限とみる」

4と説明しているが、前者の場合は、別に説明はされておらず、直分した時期ごと

に祉曾と文化を概観しており、これと音柴を一緒に扱っていることから一般の直

分に従っていると思われる。 一方、 「岸辺⑭」は中世を平安後半から江戸時代ま

で (12世紀ー19世紀中期)の約7ff.)年間と見ている。つまり、 「星⑪」と「岸辺(共)⑬

」が近世と見た時期を「岸辺⑭」は中世後期と見ている.事典ということもあって

、このように時代を匝分した理由については別に説明されていないかも知れないが

、近世も近代も現代も英語のmodern timesであり、 「星⑪」と「岸辺(共)⑬」で

の近世とした時期を、その以後の時期と匝別するため、中世後期 (Late Middle 

Ages)にし、それ以後を近代・現代 (Moderntimes)にしたのではないかと考え

られる. このように、三者はそれぞれ直分した時代の上限と下限が異なる部分が

あるが、これらもやはりそのように時代を匝分する理由や基準については説明し

ていないのである。

4 岸辺成雄共著 「中世音楽J (横道高里雄) r日:本の音築く歴史と理論>J 東京:日本語術文化振興
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111.日本音築史の時代匝分の名称

これまで、日本音柴史の時代匝分について考察し、三つの流形に分けることが

できた。 その中で、四期に匝分した第一類形が最も多くのを占めていることが分

かり、そこで、その四期をもとに日本音柴史の大きな流れを見ると、原始音築時

代→大陸音襲職入時代→民族音築時代→西洋音禦轍入時代のように見ることがで

きる。 日本音禦の歴史は、外園音柴の轍入→外園音柴の日本化→日本民族音楽の

興隆→外園音柴の轍入・・・・という経過をくりかえている5ともいうが、そこで日本

音柴史の大勢を形成した主な要因を二つに見ることができるのであろう. その一

つは、外園音柴から日本の音柴への受容という側面であり、また一つは、日本民

族音築の護展という側面である。つまり、この二つの要因によって日本の音柴文

化が護展して行ったと思われる。

どころで、ここで述べて置きたいことがある。それは時代匝分の名称について

である。 時代匝分の名称は匝分きれた一つ一つの時代の大きな流れを代弁できる

用語であるべきということは言うまでもない。それならば、時代名称が一つの時

代に特徴的に現れた音柴様式の寅肢をどのくらい具体的に表示できるのかは問題

となる。

従来の日本音楽史の概読書は、前にも言及したように、外闘の音楽の受容と日

本民族音柴の護達の面からの時代匝分の名称を用いている。 確かにその名称でそ

の時代時代の大きな流れを掴むことはできるかも知れない。しかし、 「大陸音柴

職入時代」とすると何の音柴が職入したのか、また、 「民族音柴興隆・大成時代」

と言っても何の種類の音柴を日本民族音柴と言い、何が盛んであったか、その大

成していたの音柴は一体何であったのかは具体的に表示できないのである。 音築

様式によって匝分きれた時代ならば、ある時代をほかの時代と匝別させる特徴の

ある音柴様式があるはずなのである。 そこで、あくまでも試論であるが、一つの

時代に現れた特徴のある音柴様式、言いかえればその時代を代表する音築様式を

そのまま時代匝分の名称に用いてもよいのではないかと思う。 勿論、ある時代を

代表する音築様式が一つに限るとも言えないし、また成立した時期と大成した時

期がまた異なる場合もあり、この名称を用いることにもまた問題があるというこ

とは免れないのであろう。

それでは、各時代を代表する音築様式を示してみよう。 各音柴の成立した時期

よりは大成した時期を中心とする。

曾、 1974: 21. 

5古川英史『日本音築の歴史』 東京創元社、 H肪 :3. 

- 10S -



太古・大和 (6世紀以前)

飛鳥 (552-710)

奈良 (710-794)

平安 (794-1192)

鎌倉 (1192-1333)

室町(1338-1573)

安土桃山(1573-1603)

江戸(1603-1部8)

明治以後(1筋8以後)

コ
原始古代歌謡

三韓襲、伎紫、唐築、盤明

催馬柴、朗詠、今様(雅柴)

平家琵琶、猿築、田柴、和讃・講式

謡曲、能柴

コ浄瑠璃、長唄、三曲、小唄、端唄

西洋音柴

このように、時代別に特徴のある音楽様式が現れているのである。そこで、こ

れをもとに音築様式によって時代の名称を付けてみると以下のく表4>の通りであ

る。

〈褒4>時代置分の各称

年代 4∞ 6∞ 8∞ 12∞ 1ωo 16∞ 1850 

時代 太古・大和 平安
桃山

明治以後

既存 原始民族
大陸音築総入時代 民族音築時代 洋繁織入

時代名橋 音豊臣時代
大陸育費陸 大陸音集

民族音楽興隆時代 民族音集大成時代 時代以後
験入時代 消化時代

音楽様式
ニ嶋費量 新曲

謡曲 浄瑠滴・畏唄

による
原始古代 伎祭 催馬禦・朗詠 猿楽

飽築 三曲・小唄 洋禦音型軽の時代

時代名稿
歌鯵時代 唐集 今様の時代 回集

の時代 端唄の時代
の時代 の時代

IV.結論

日本音柴の歴史を体系的に理解しようとする時、最初に嘗面する問題はその時

代直分の問題である. そこで、大正から現在まで出きれている既存の音柴史の概

論書や閥漣の書物(1913-1989)の二三種の中で内容の重なるものを除いた一七種

のものを劉象にし、それらの書物でなきれている時代医分について比較分析、考

察してみた。 その結果、以下のようなことが分かった。

第一に、日本音楽史の流れを幾つの時期に匝分して見ているのかという観離か

ら調べて、大きく四期と分けているものから五期、六期、七期、八期、十期に分

けているものまでがあり、それぞれ異なる時代匝分を行っていることが分かった。

第二に、この異なる時代匝分は大きく三種の類形とまとめることができたが、

その中で、第一類形、つまり四期に分けているものに属するものが最も多くのも

のを占めていた。 そこで、四期直分をもとに、四つの時期ごとに更に幾つの時期
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に細分し、その上限線と下限離をどのように見ているかについて考察した。 原始

時代、原始時代以後・平安、鎌倉・江戸、明治以後という四つの時期から、各ケ

の時期の中で細分している時期の散や上・下限はそれぞれ異なる見解を見せてい

ることが分かった。 しかし、そのように時代を匝分した基準や理由についてはほ

とんど明らかにしていないのである。

次に、時代匝分の名称という問題を取上げた。 時代匝分の名称は匝分きれた時

代の大きな流れを代弁できる用語であるべきで、それならば、時代名称が一つの

時代に特徴的に現れた音柴様式の寅肢をどのくらい具体的に表示できるのかは問

題となる。考察した日本音柴史の概読書は、外閣の音禦の受容と日本民族音柴の

護達の面からの時代匝分の名称を用いており、その名称からはその時代の大きな

流れをつかむことはできるかも知れない。 しかし、ある時代をほかの時代と匝別

きせる特徴のある音築様式の賓肢を具体的に表すことはできないと思う。そこで、

試論として、一つの時代に現れた特徴のある音築様式、言いかえれば、その時代

を代表する音築様式をそのまま時代匝分の名称に用いたのである。 勿論、ある時

代を代表する音築様式が一つに限るとも言えないし、また成立した時期と大成し

た時期がまた異なる場合もあり、この名称を用いることにもまた問題がないとも

言えないが、新しい時代匝分の名称での試みとして提示してみるのである.

〈衰5>時代匝分の名称の私案

年代 4∞ 600 以M日 1200 1400 1600 1皮泊

時代 太古・大和 平安 鎌倉 室町

音築様式
二制緩 新幽

謡曲 浄瑠璃・畏唄

による
原始古代 伎祭 催馬禦・朗詠 猿禦

総集 三曲・小唄 西洋音鍵の時代
歌謡時代 膚策 今様の時代 田繁

時代名稼
の時代 の時代

の時代 端唄の時代
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국문초록 

어느 냐라의 옴악이든 그 나라의 옴악의 역사를 체계적으로 이해하려고 할

때， 가장 먼저 당변하는 문제는 시대구분의 문제이다. 이는 일본옴악의 경우에 

도 예외는 아니다. 大正(타이쇼우)시대부터 현재까지 출판된<1913-1989) 일본음 

악사 관련서적은 20여종을 넘고 있는데， 이들 대부분이 시대구분의 문제는 다 

루고 있지 않아 고찰의 여지를 주고 있다. 따라서 기존의 일본옴악사 관련서적 

중 내용이 중복되는 것을 제외한 17종류를 대상으로， 이들이 행하고 있는 시대 

구분에 대해서 비교분석， 고찰해 보았다. 그 결과는 다음과 같다. 

첫째， 일본음악사의 흐름올 몇개의 시기로 나누고 있는가라는 관점에서 살펴 

보아， 크게는 4기로 부터 5기， 671, 7기， 8기， 10기로 나누고 있는 것까지 있어 

각각 다른 시대구분올 하고 있다는 것올 알 수 있다. 

둘째， 이들의 상이한 시대구분은 크게 3종류의 유형으로 나누어 볼 수 있는 

데， 이 중 제1유형， 즉 4기로 구분하고 있는 것이 가장 많았다. 따라서 4기구분 

을 기본으로하여， 한시기 한시기를 더욱이 어떻게 세분하고 있는지， 또 그 상한 

선과 하한선올 어떻게 보고 있는지 살펴보았다. 즉， 원시시대， 원시시대이후 • 

平安(헤이안)시대， 鐵會(카마쿠라) . 江戶(에도)시대， 明治(메이지)시대이후， 이렇 

게 4개의 각각의 시기안에서 다시 세분하고 있는 시기의 수와 그 상 · 하한선에 

대해서 살펴본 결과 이 또한 서로 다른 견해를 보여주고 있다는 것을 알았다. 

그러나 이렇게 시대를 구분하고 있는 이유나 기준에 대해서는 거의 대부분이 

밝히고 있지 않고 있다. 

다음으로， 시대구분의 명칭에 대해서 고찰해 보았다. 시대구분의 명청은 구분 

된 시대의 큰 흐름올 대변할 수 있는 용어라 할 수 있어， 그렇다면 시대명칭이 

한시대에 특징적으로 나타난 음악양식올 어느 정도 구체적으로 나타낼 수 있는 

지가 문제시될 수 었다. 종래의 일본음악사 관련서는 외국음악의 수용과 일본 

민족음악의 발달이라는 관점에서 시대구분의 명칭을 사용하고 있는데， 그 명칭 

으로는 그 시대의 큰 흐름을 대략 어느정도는 알 수 있올지 모르겠지만， 한시 

대를 다른시대와 구별시키는 특정적인 음악양식의 실상올 구체적으로 표현하지 

는 뭇한다고 생각한다. 따라서 시론으로서， 한시대에 나타난 특정있는 음악양 

식， 다시 말해서 그 시대를 대표하는 음악양식을 그대로 시대구분의 명칭에 사 

용해 보았다. 물론 한시대률 대표하는 음악양식이 하나뿐이라고도 할 수 없고， 

또 생립한 시대와 대성한 시대가 다른 경우도 있어， 이 명칭올 사용하는 것도 

또한 문제가 없다고는 할 수 없지만 새로운 시대구분의 명칭의 시도로써 제시 

해 보는 것이다. 
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〈표〉 시대구분의 명청에 관한 시안 

연대 400 600 800 1200 1400 1600 1앉50 

시 대 太古·大和 平 安 훌훌會 室뻐I 明治이후 

음악양식 
二韓樂 新曲

훌훌曲 얻양쩍휩짧 • 長P貝

에의한 
원시고대 tR樂

奈良
樂

能樂 三曲 • 小n貝 서양옴악시대 

시대명칭 
가요시대 庸樂 田樂

시대 端q貝 시대 
시대 시대 
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