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リチャード・タラスキンの
オーセンティシティー論を再考する

はじめに

本論は、リチャード・タラスキン Richard Taruskin（1945‒）によって 1980 年代から
1990 年代の間に継続的に書かれたオーセンティシティー論の概念分析を行うことで、古楽
実践の発展期における演奏実践の特質とその定義を再検討するものである。

20 世紀までの古楽の演奏史は、黎明期の 19 世紀から 20 世紀初頭までと、発展期として
捉えられる 20 世紀後半に大きく分けられる。黎明期における古楽実践は、1829 年のメンデ
ルスゾーンのバッハ蘇演に続く復興的性質を有していた。一方の発展期では、レパートリー
が単純に広げられただけでなく、主に 1960 年代以降に音楽学的な研究の見直しが本格化し
た。具体的には、18 世紀までのオリジナル楽器・奏法の使用、原典版の採用、音楽理論書
等の参照を含む、作品と同時代の演奏習慣の研究が行われた。発展期の前半すなわち 1970
年代頃までにみられるそうした一連の動きは、古楽運動 early music movement と総称され
て広く知られるようになった。発展期後半として考えられる 1980 年代以降においては、バッ
ハ、ヘンデル、中世・ルネッサンス期の作曲家に加えてベートーヴェン、ドビュッシー、シェー
ンベルクに至るまでのレパートリーの拡充、そしてそれに伴う音楽媒体のベストセラー化が
進められた 1。

そのようにして古楽実践が発展した 20 世紀後半、演奏者の美学的側面を検証しようとす
る動向が新たに現れた。検証する際に、判断の尺度として確立された概念がオーセンティシ
ティーであった。ただし、このオーセンティシティーの概念を批判的に捉える論者がいた。
それが、タラスキンや L. ドレイファスである。そのオーセンティシティー批判が、古楽実
践の宣伝的プロパガンダとして機能する側面を有していたことは否めない 2。

現代では、1970 年代から 1980 年代までの間のイギリスにおける音楽ビジネスと同時期の

1 Sherman, Bernard. D. 1998. “Authenticity in Musical Performance,” in The Encyclopedia of Aesthetics. New York: 
Oxford Univ. Press, pp. 166‒169.

2 Wilson, Nick. 2014. The Art of Re-enchantment: Making Early Music in the Modern Age. New York: Oxford Univ. 
Press, p. 37.

杉　山　恵　梨
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古楽運動を絡めて検証した N. ウィルソンの研究に代表されるような音楽産業論 3 や、L. ゲー
アや P. キーヴィーたちによって 1990 年代以降に議論が交わされるようになった楽譜の校訂
作業における美学的研究を扱うテクスト概念論 4 が、オーセンティシティーの概念を論じる
ものとして主流になった。このような考察においては、歴史的考証に基づく演奏 historically 
informed performance（以降、HIP と記す）を行う人物、すなわち 1960 年代後半頃に出現
した研究兼演奏活動を担う人物が事例として取り上げられ、彼らが行った理論的研究が検証
対象に選ばれることが、比較的多かったといえる 5。

一方、タラスキンは、ニコラウス・アーノンクール Nikolaus Harnoncourt（1929‒2016）
やグスタフ・レオンハルト Gustav Leonhardt（1928‒2012）といった、20 世紀半ばの戦後
間もない時期から活動の端を発しているスイス、ドイツ、オーストリア、オランダの演奏家
を取り上げ、彼らの演奏実践に焦点を合わせて論考を書いた 6。本論においては第三項で、 
アーノンクールとレオンハルトによるバッハの教会カンタータ全集録音プロジェクト
（1971‒1989）を事例として書かれた論考を考察の対象に据える。それらの論考、すなわち
タラスキンのオーセンティシティー批判を複眼的見地から再検討することにより、20 世紀
の古楽実践がもつ問題を解決するための糸口を見つけたい。先述したように、古楽実践にお
けるオーセンティシティーの有無をめぐる議論は 20 世紀後半から取り沙汰されてきた。今
世紀に入り、次世代の演奏家による新たな古楽実践の型が定着しつつある。それゆえ、古楽
実践を大きく進展させた初代の演奏家の特質について現時点で一度整理する必要があり、ま
さに重要な局面を迎えていると筆者は考える。

１．�1980年代から1990年代までの英米における�
オーセンティシティー論の展開

タラスキンは、ルネッサンス期の合唱作品を扱う演奏グループ、カペラ・ノヴァでの自身
の 15 年以上にわたる指揮経験を含めて 7、20 世紀後半を中心とした古楽実践におけるオーセ
ンティシティーの問題をめぐる一連の論考を書いた。これらの論考は 1982 年から 1994 年に
かけて書かれ、1995 年に論集 Text and Act 8 としてまとめられた。とりわけ、1984 年に書

3 Wilson, Nick. 2011. “The Business of Authenticity: A False Relation?” Arts Marketing: An International Journal  
1（2）, pp. 159‒170.

4 例えば、次の文献が詳しい。Goehr, Lydia. 2007（1992）. The Imaginary Museum of Musical Works. New York: 
Oxford Univ. Press. Kivy, Peter. 1995. Authenticities. New York: Cornell Univ. Press.

5 クリストファー・ホグウッド Christopher Hogwood（1941-2014）が演奏実践におけるオーセンティシティーの主
導者として捉えられる傾向を、タラスキンは批判した。Taruskin, Richard. 1995. Text and Act: Essays on Music 
and Performance. New York: Oxford, p. 151.

6 ただし、そうした演奏家とは対照的に、ホグウッドなどを HIP の枠組みでしばしば登場させている点も見受けられる。
7 タラスキンはヴィオラ・ダ・ガンバも演奏した。タラスキンのほか演奏実践の経験を有するオーセンティシティー

論者に、ヴィオラ・ダ・ガンバを演奏するドレイファス、鍵盤楽器・通奏低音を演奏する J. ブット、そしてピアノ
を演奏する C. ローゼンが挙げられる。

8 Ibid.
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かれた“The Limits of Authenticity”9 は、数々のオーセンティシティー論やオーセンティシ
ティー批判を誘発するきっかけとなり、演奏実践の概念にまつわる論争を巻き起こした。

アメリカでは新たな人文学の領域として、パフォーマンス・スタディーズが 1960 年代に
定着した。楽譜の校訂作業を絶対視する概念の一つである Werktreue は、既に 1950 年代後
半に書かれた演奏美学関連の文献に、ヨーロッパ諸国における演奏実践を検討する際の用語
として多くみられる 10。こうしたことからも察しがつくように、アメリカでは、ヨーロッパ
諸国から輸入された音楽とその演奏に必要な楽譜や演奏法を検証対象とする研究が 20 世紀
半ばの段階で既に着手されていた。ただし、議論が活発になり研究が本格化したのは、1980
年代以降のことである。同時期のこの分野の英米の研究者は、原典版や理論書等の歴史的資
料が無批判に使用されてきたことに異議をとなえた。J. カーマンもその一人で、音楽聴取・
演奏解釈をめぐる論 11 を展開し、既存の音楽学に対して演奏美学の欠如を指摘した。

タラスキンは、1992 年にアメリカで開かれた古楽のシンポジウム 12 で、20 世紀の美学に
おいて音楽に求められるオーセンティシティーの理想は演奏実践とテクスト概念に依拠して
きた、という論を展開した 13。したがって、考察すべき対象としては演奏実践とテクスト概
念の二つがあるが、本論では前者を扱うのみに留める。

２．�タラスキンのオーセンティシティー批判①�
―�演奏実践の正当性は「歴史的」正当性という観点のみでは評価するこ
とはできない

タラスキンは、「歴史性」といった概念および、歴史的正当性という観点のみから古楽実
践が評価されてきたことに否定的な見解を繰り返し示してきた。本項では、1980 年代前半
に書かれた論考のうち、歴史性の概念と古楽実践に関連して記述されたものに着目する。加
えて、タラスキンが述べた作曲家の意図の実現の重要性においては、さしあたりストラヴィ
ンスキーによる言説を参照して検討を行うこととする。まずは、1984 年に書かれた論文か
ら、演奏実践における歴史性の有無が過大重視される傾向にある状況を指摘した記述を引用
する。

Even performers tend to see themselves and to be seen in historical terms. The 

9 Taruskin, Richard. 1984. “The Limits of Authenticity: The Authenticity Movement can Become a Positivistic 
Purgatory, Literalistic and Dehumanizing,” Early Music 12（1）, pp. 3‒12.

10 Fabian, Dorottya. 2003. Bach Performance Practice, 1945‒1975. Hampshire: Ashgate, p. 11.
11 Kerman, Joseph. 1985. Contemplating Music: Challenge to Musicology. Cambridge: Harvard Univ. Press.
12 Taruskin, Richard. 1992. “The Early Music Debate: Ancients, Moderns, Postmoderns,” The Journal of Musicology 

10（1）, pp. 126‒129.
13 これに対して、ゲーアはテクスト概念を対象として、Werktreue の概念と関連付けてオーセンティシティー論を展

開した。Goehr. 2007（1992）. op. cit., pp. 13‒43.
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more intellectual critics of today like to describe the performances they review as 
part of the history of the music performed. History is something ‘bigger than both 
of us’ ― creator （or performer） and audience ― and therefore not to be fought. 
The past has never been so much with us, whatever our relationship or attitude to 
‘musicology.’ 14

演奏家は歴史的な用語によって自分のことを考え、また他人からもそういった用語で
判断される傾向がある。こんにちの理知的な批評は、自分が批評する演奏を、その曲
の演奏史の一部として記述しようとする。歴史があたかも「われわれ―演奏家や聴
者―よりも大きな存在」のようであるがゆえ、抵抗できないものとなってしまって
いる。「音楽学」にどのような関係をもち、どのような姿勢をとるにせよ、過去はか
つてこれほどわれわれの近くにあったことはない。（筆者による和訳、以下同じ）

元を辿れば、T. W. アドルノや C. ダールハウスの言説に代表される「音楽作品の本質や実
体は全般的に歴史性から形成されている」15 という定義が、旧来の演奏実践における美学の
根幹をなす概念であった。ただし、ダールハウスは Grundlagen der Musikgeschichte で、「実
践としての歴史主義は、古典的なものと自然なものは超歴史的だと考える通俗『プラトン主
義』の美学に傾く」16 と言及しているように、演奏実践における歴史性は単純に定義づけら
れるものではないとした。だが、上述した歴史主義の定義をめぐって、タラスキンは Text 
and Act の序説中にダールハウスの三つの著作 Musikästhetik、Die Idee der absoluten 
Musik、Die Musik des 19. Jahrhunderts 17 を引き合いに出し、テクスト概念等を代表とする
思考形式と並列して、演奏実践に歴史主義の概念を通用させようとする傾向があったことを
指摘した 18。したがって、タラスキンは演奏実践の領域に「古いものは新しいものに優る」
といった意味での歴史主義の概念を適用させることには難色を示してきた、ということがわ
かる。

タラスキン以前には、既にドレイファスが「古楽の演奏家によるオリジナル楽器を採用し
た演奏にみられる『歴史性』はあくまで外的なものである」19 と論じ、オリジナル楽器の採
用を例に、古楽的アプローチの形式化を危惧する姿勢をみせた。こうしたオリジナル楽器の

14 Taruskin. 1984. op. cit., p. 7.
15 Dahlhaus, Carl. 1977. “Historismus und Tradition,” in Grundlagen der Musikgeschichte. Cologne: Musikverlag 

Gerig, pp. 102‒103.
16 Ibid., p. 104.
17 Dahlhaus, Carl. 1967. Musikästhetik. Cologne: Musikverlag Gerig.
 ―1978. Die Idee der absoluten Musik. Kassel: Bärenreiter.
 ―1980. Die Musik des 19. Jahrhunderts. Wiesbaden: Athenaion.
18 Taruskin. 1995. op. cit., p. 11.
19 Dreyfus, Laurence. 1983. “Early Music Defended against its Devotees: A Theory of Historical Performance in the 

Twentieth Century Author,” The Musical Quarterly 69, pp. 297‒299.
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使用に関して、タラスキンは次のように述べている。

We are taught, in short, not to discriminate, not to interpolate our own judgement, 
if we are to have an ‘authentic’ sense of the past. It is the same wish to apprehend 
the past directly and without the distorting lens of modern values that leads us to 
the old instruments and old performance practices we prize so highly.［中略］Old 
instruments and old performance practices are in themselves of no aesthetic value. 20

過去の「オーセンティックな」感覚をもとうとするならば、われわれ自身の判断を優
先したり、また、それをはさんだりしてはならないと、われわれは教えられている。
過去と直接的に理解したいという願いと現代の価値観で歪んだレンズなしに理解した
いという願いこそが、われわれを、われわれがこうも高く評価している古楽器や古い
演奏習慣に導くのである。［中略］古楽器や古い演奏習慣は、それ自体に美学的価値
を持たないものである。

If played in an appropriate manner, modern instruments too would be capable of 
anything the player wished to produce on them. 21

適切な手法で演奏を行えば、モダンの楽器であっても、演奏者が望むものはどのよう
なものでも演奏可能である。

現代の古楽実践では、オリジナル楽器で演奏されるスタイルが定着した。だが、上記の二つ
の引用からわかるように、タラスキンは、楽器自体に歴史性の有無を見出すことはできず、
どういった意図の実現化を目的とするのかという演奏家の意識に美学的価値がおかれる、と
いう論旨を繰り返し述べた。この論考を発表した後に書かれた 1992 年開催のシンポジウム
における報告論文では、「古楽という名の下に行われる演奏はこれまでも『歴史的』なもの
ではなかったし、今後も『歴史的』なものにはならない」と述べ、その上で「『歴史性』を、
芸術家に望んではならない」22 と明示した。さらに、前述した意図をめぐって、タラスキン
は次のように論じている。

‘Letting the music speak for itself’ is still a worthy ideal to aspire to. What does it 

20 Taruskin. 1984. op. cit.
21 Ibid., p. 11.
22 Taruskin. 1992. op. cit.
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mean? For the moment let us assume it means realizing the composer’s intentions 
as far as our knowledge of them permits. What we are really being told, then, is to ‘let 
the composer speak for himself.’ 23

「音楽自体に語らせること」はやはり熱望に値する理想である。それは何を意味する
のだろうか。さしあたり、それは作曲家の意図を、われわれの知識の及ぶ限りで実現
することを意味する、と考えてみよう。すると、われわれが真に命じられていること
とは「作曲家自身に語らせる」ということになるのだ。

演奏実践におけるオーセンティシティーの重要性は、アドルノ等によって 1950 年代以降に
演奏美学の分野で議論されるようになった 24。彼らの文献で述べられている演奏実践におけ
る客観性について、タラスキンは、古楽実践におけるオーセンティシティーを検討する際に
しばしば下敷きにされてきた概念だとして着目している 25。例えば、ダールハウスは、演奏
実践における意図をめぐって「音楽の意味は『意図として与えられるもの』であり、聞き手
がそれを捉える限りにおいてのみ存在する」26 と言及している。上記の引用部分にみられる
ように、タラスキン自身も “being true to the score” や、P. アルトリッヒが 1950 年に自身
の著作で明示した標語 “letting the music speak for itself” 27 を用いて、作曲家の意図の実現
に焦点を合わせた検討を行っている。

こうした議論に近似する例を、20 世紀前半の新古典主義の作曲家の意識にもみることが
できる。音楽表現の客観化に重点をおいて作曲を行ったストラヴィンスキー、そして A. ト
スカニーニなどが、その事例にあう人物として挙げられる 28。演奏解釈に対するストラヴィ
ンスキーの反感は、20 世紀前半の古楽運動にも影響を与えた 29。ストラヴィンスキーは
Poétique Musicale で、「演奏解釈という概念は、演奏者に課される限界、あるいは演奏者が
自分の実践行為において自分に課す限界を前提としている」30 と言及し、さらにその演奏者
については「作曲者の意思が明瞭であり、正しく作成されたテクストの前に位置づけるべき

23 Taruskin, Richard. 1982. “On Letting the music speak for itself: Some Reflections on Musicology and Performance,” 
The Journal of Musicology 1（3）, p. 340.

24 アドルノ（Adorno, Theodor. W. 1998（1951）. “Bach gegen seine Liebhaber verteidigt,” in Kulturkritik und 
Gesellschaft I: Prismen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft（Gesammelte Schriften Band 10. 1）,  
p. 150.）のほか、ダールハウス（Dahlhaus. 1967. op. cit., pp. 19‒27.）やドレイファス（Dreyfus. 1983. op. cit., p. 303.）
等による著作で、そうした議論が交わされた。

25 Dahlhaus. 1967. op. cit., p. 23.
26 テクスト論では、作曲家の意図を表象するものとして楽譜が位置づけられる。（このような理論面に対して、タラ

スキンは演奏実践面においても作曲家の意図が実現されるべきだと示している。Taruskin. 1982. op. cit.,  
pp. 338‒340.）

27 Aldrich, Putnam. 1950. Ornamentation in Bach’s Organ Works. New York: Colemann-Ross, pp. 3‒4.
28 Haskell, Harry. 1996. The Early Music Revival: A History. New York: Dover, p. 93.
29 Ibid., pp. 177‒178.
30 Stravinsky, Igor. 1947. The Poetics of Music: in the Form of Six Lessons.（Stravinsky, Igor.  1942. Poétique 

Musicale: Sous Forme de Six Leçons. Cambridge: Harvard Univ. Press.）Knodel, Arthur. Dahl, Ingolf. trans., 
Cambridge: Harvard Univ. Press, pp. 122‒123.
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だ」31 と述べた。この言説によると、演奏実践において演奏家に課される解釈とは、テクス
ト（すなわち、楽譜）から読み取ることができる作曲者の意思（すなわち、作曲家の意図）
を指し示している。したがってこのストラヴィンスキーの言説は、作曲家の意図の実現を演
奏実践に重要視したタラスキンの見解と一致するものとしてみなすことができるだろう。な
お、ストラヴィンスキーが提示した客観性の観点については、ここではなく次項でさらにふ
れることにしたい。

このようにして、演奏実践に作曲家の意図の実現が重視された一方、演奏者による理解が
必要とされる演奏習慣の観点をさらに提示することにより、オーセンティシティーの概念を
考察しようとした研究者もいる。ただし、彼らの論考では、作曲家と演奏家の両カテゴリー
間の境界は曖昧にされたまま考察が進められているため、そうした点に問題があると指摘さ
れかねない。その曖昧さについては、例えば S. デイヴィスが「『作曲家の意図』を順守する
際に『演奏者が果たすべき創造的役割』32 が関与する」33 と言及している点や、P. キーヴィー
が「『演奏者の理解が必須とされる演奏習慣』から『作曲家の意図』に向けた考察を行うこ
とで、『オーセンティシティー』の概念を検討することが可能となる。だが、この両者（の
境界）ははっきりと分けられているわけではない」34 と述べた言説を参照することにより、
見て取ることができるだろう。こうした両者間の境界を曖昧に扱う論に対して、タラスキン
は、デイヴィスやキーヴィーが論考としてまとめる以前の時期より批判的な姿勢を示してい
る。まず、1982 年の論考 35 で、両者の区別をはっきりさせるべきであると提示し、以降にお
いてもその両者の音楽的役割の違いを特に強調している。こうした点から考えられるのは、
タラスキンが演奏家による意図という観点からオーセンティシティーを検討することに否定
的な意見をもっていたということと、作曲家の意図の実現にオーセンティシティーは依拠さ
れるという考えをもっていたことである。

３．�タラスキンのオーセンティシティー批判②�
―�古楽実践のオーセンティシティーは作品の本質をどのように実現しよ
うとするのかを示す演奏家の「現代的」な姿勢に立脚する

本項では、アーノンクールとレオンハルトによるバッハの教会カンタータ全集録音プロ
ジェクトを事例に据えて 1980 年代から 1990 年代にかけて書かれたタラスキンの論考を取り
上げ、言説分析を行う。タラスキンは、主に 1970 年代から 1990 年代前半の時期の彼らを振

31 Ibid.
32 当時の演奏習慣の理解に必要とされる、同時代の理論書・教則本の参照や、歴史的資料から根拠を探す作業と等号

するものと考えてよいだろう。
33 Davies, Stephen. 1987. “Authenticity in the Musical Performance,” British Journal of Aesthetics 27（1）, pp. 39‒40.
34 Kivy. 1995. op. cit., pp. 9‒10.
35 Taruskin. 1982. op. cit., pp. 338‒349.
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り返り、その姿に対して「現代的」とする見方を示した。そうした現代的な姿勢が古楽実践
におけるオーセンティシティーにどのように関与したのかについて検討を行うこととする。

But if the sewing-machine style cannot be historically associated with Bach, it can 
certainly be associated with the ‘neo-classic’ Stravinsky and his spokesmen at one 
time called ‘monometric’ rhythm. 36

ただし、ソーイング・マシン・スタイルがバッハ作品と歴史的に関連づけられないと
するならば、「モノメトリック」リズムとかつて呼ばれた「新古典主義」のストラヴィ
ンスキーや彼のスポークスマンに関連付けられるはずである。

Stravinsky propounded a philosophy of ‘pure music,’ and the properly ‘objective’ 
manner of performance required to realize its purity. 37

ストラヴィンスキーは「純音楽」の哲学と、その純粋さを実現するのに求められる適
切な「客観的」演奏法を提唱した。

タラスキンは、ソーイング・マシン・スタイルと呼ばれる演奏スタイルに着眼し、ストラヴィ
ンスキーなどの新古典主義の音楽にみられる「モノメトリック」リズムとの比較検証を論考
中で度々行っている。ソーイング・マシン・スタイル、すなわち表拍を均等に機械的なリズ
ムで強調する演奏スタイルは、20 世紀におけるロマン主義的なバッハ演奏の特徴を表すも
の 38 であった 39。そして、「モノメトリック」リズムとは、階層化された拍節構造をもつもの
であり、現代性を特徴付ける音楽要素の一つとして捉えられてきた 40。こうしたことを踏ま
えて、上記に示した引用のうち一つ目の方にここで着目したい。まず推測されるのは、非ロ
マン主義的なバッハ演奏のリズムは、従来に用いられてきたソーイング・マシン・スタイル
のように均等に強調されるものではなく、むしろ「モノメトリック」リズムのように階層化
された形で刻まれるものに関連性をもつ、といった旨をタラスキンが述べようとした、とい
うことである。

36 Taruskin, Richard. 1988. “The Pastness of the Present and the Presence of the Past: Authenticity and Early 
Music,” in Authenticity and Early Music. New York: Oxford Univ. Press, p. 169.

37 Ibid., p. 181.
38 一方、古楽の演奏家は、例えばヴァルターの『音楽事典』にみられるような言説「アクセントは長さよりも強さによっ

て表現される」（Walther, Johann, Gottfried. Musicalisches Lexicon. 1732. Leipzig: Woffgang Deer, p. 6.）を参照す
ることによって理解を得て演奏の指針を打ち立ててきた、と考えられる。

39 Haynes, Bruce. 2007. The End of Early Music: A Period Performer’s History of Music for the Twenty-First 
Century. New York: Oxford Univ. Press, p. 57.

 Sherman, Bernard. D. 1977. Inside Early Music. New York: Oxford Univ. Press, p. 193. 
40 Nabokov, Nicolas. 1944. “Stravinsky Now,” in Partisan Review 2, p. 332.
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ストラヴィンスキー以降、彼らのモダニズムの潮流に位置する音楽を指し示すものとし
て、純音楽という用語が広まった。また、そうした純音楽を実現するために必要となる、理
想的とされる演奏方法は、ストラヴィンスキー自身により客観的な演奏手法と表現された。
前項でも述べたが、演奏実践における客観性をタラスキンは重要視していた。ここで改めて
上記に示した二つの引用を参照してみえてくるものは、タラスキンが非ロマン主義的なバッ
ハ演奏、すなわち古楽的な演奏実践と、新古典主義の音楽の要素やその演奏時に求められて
きたような客観的な演奏手法を関連づけて論じようとした、と考えられる点である。

なお、タラスキンは 1984 年の論考の中で「オーセンティシティー運動は、実証主義的か
つ逐語的・非人間的煉獄になり得る」41、そしてさらには「最も悪い点は、オーセンティシ
ティーが純粋主義という別名をもっていることである」42 と述べている。ここでは古楽運動、
すなわち極端な HIP 43 が歴史性の実現を目指そうとする実践形態として捉えられ、その外的
性格や形式性が批判されている。また、HIP が純粋主義 purism 的だと捉えられる傾向がある
ゆえに、ストラヴィンスキー作品における純音楽 pure music の概念もそうした性質をもつ
ものであると混同されることを危惧して、注意が促されている。次に、アーノンクールとレ
オンハルトの古楽実践の事例を、モダニズム44と関連づけて論じられているものを引用する。

Leonhardt’s performance is well within the accepted canons of modernism, while 
Harnoncourt’s is a challenge to them, not unlike the challenge lately issued by the 
so-called neo-romantics to modernist canons of composition. We are in the midst of 
what may yet be another major shift in aesthetic and cultural values, and the fact 
that ‘Early music’ is reflecting it testifies to its vitality and its cultural authenticity. 45

レオンハルトの演奏は受け入れられたモダニズムの規範の中に収まっているが、一方
のアーノンクールの演奏はその規範に対する問題提起である。その問題提起というの
は、のちにいわゆる新ロマン主義者たちによって引き起こされたモダニストたちの作
曲規範に対する問題提起に似ていなくはない。われわれは、美学的・文化的価値にお
ける別の主要な移行期となり得る中間に位置しており、「古楽」がそれを反映してい
るという事実はその活力と文化的オーセンティシティーを証言する。

Leonhardt’s quirky Bach, to say nothing of Harnoncourt’s, gives reassurance that 

41 Taruskin. 1984. op. cit., p. 9.
42 Ibid., p. 10.
43 1980 年代前半の当時において、まだ HIP という呼称は一般的ではなかった。
44 本論では「現代主義」と表記しない。ただし、本論におけるモダニズムとは、例えば、モダンの楽器という用い方

でみられるような意味をもつものではなく、ポスト・モダニズムと区別するために表記したものである。
45 Taruskin. 1988. op. cit., p. 204.
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the restoration ideal is far from universally shared. It is not the elimination of 
personal choice from performance that real artists desire, but its improvement and 
refreshment. And for this purpose original instruments, historical treatises, and all 
the rest have proven their value. 46

レオンハルトの奇抜なバッハは、そしてアーノンクールのバッハはいうまでもなく、
復興の理想が一般に共有されているものからはかけ離れているものである、というこ
とを確かめさせてくれる。本当の芸術家が望んでいるのは、個人的な解釈を除去して
しまうということではなく、改良と革新なのだ。ゆえに、オリジナル楽器、歴史的な
資料、ほか全てのものが有用であるとされてきた。

レオンハルトとアーノンクールそれぞれの演奏における性格に対する、タラスキンの評価に
は差があるものの、両者は歴史的な実践を行う演奏家ではなくモダニズムの延長線上に位置
する古楽の演奏家として位置づけられている。また、彼らの録音事業の成功は個人主義的な
ものではなく、改良や革新という用語で表現される演奏家の姿勢に依拠するものだと付け加
えられている。そして、そうしたレオンハルトやアーノンクールの姿勢を踏まえ、タラスキ
ンは敢えて、彼らのオリジナル楽器や歴史的な資料などを有用なものだと述べたと考えられ
る。こうしたタラスキンの書き方には、極端な HIP の演奏家による楽器や資料の用い方に
対する批判が込められている、と推測することができる。最後に、アーノンクールの演奏に
ついて、タラスキンがさらに具体的に説明しているものの中から一例を引用する。

But in Volume 41, released in 1988, the essential Bach speaks through Mr. 
Harnoncourt with a special vehemence.［中略］It is played with greatly exaggerated 
dynamics to underscore ― needlessly, most proper authenticists would insist ― 
the bare message of the notes. After an aria depicting a Satan-engineered shipwreck 
with nauseous melismas and a chorale verse evoking persecution with a crowd 
of claustrophobically close and syncopated imitations, we reach the heart of the 
cantata. 47

だが、1988 年にリリースされた［教会カンタータ全集の］第 41 巻で、その本質的なバッ
ハはアーノンクールの演奏を通して強い激烈さで語りかけてくる。［中略］―［カ
ンタータ第 178 番「コラール―レチタティーヴォ」は］ほとんどのオーセンティシ

46 Ibid., p. 206.
47 Taruskin. 1995. op. cit., p. 312.
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ティー主義者なら意味もなく主張するだろうが―音符の真意を明白にするために極
めて誇張されたダイナミックスによって演奏されている。吐き気を催すようなメリス
マによって悪魔の仕業により引き起こされる難破を描写するアリアと無数の息苦しい
程間隔が狭くてシンコペーションが施されている模倣によって、迫害されている感覚
を引き起こすコラールの節の後に、我々はカンタータの核心部にやってくるのである。

この論考において、タラスキンは「ぞっとするほどの強さに満ちた本質的なバッハを求める
のであれば、アーノンクールの演奏はあなたが行くべき唯一の場所である」48 と述べた上で、
激烈さという用語や同様の表現を用いてアーノンクールのバッハ演奏は当時の聴者に忌避感
を抱かせるようなものでもあった、という点を強調した。こうした演奏を、タラスキンは自
らが形式主義的だと批判した極端な HIP と区別して、論中で度々描写している。

ここで、タラスキン以外の反応に触れておきたい。レオンハルトの演奏研究に携わる G. 
ノーローは、「アーノンクールの修辞法による劇的なアプローチは、『形式主義』に対抗する
ものであった。こうした演奏状況は、タラスキンによる古楽実践の刺激的・啓示的な分析に
おける『モダニズム』の指針を証明するものである」49 と言及した。アーノンクール本人は、
レコードのブックレットに次のようなコメントを残している。「われわれはこの新たな解釈
について、過ぎ去った過去を取り戻すようなものではなく、古典交響的なサウンドによる歴
史的融合と選りすぐった古楽器によって、そして真に『現代的な』解釈を見出すことによっ
て、古い時代の音楽を演奏する試みとしてみなしている」50。これらは、古楽の演奏家を現代
性という観点からみた際に残された言説のごく一部である。こうした言説を、タラスキンが
オーセンティシティー論において示した、作品の本質と演奏家の現代的な姿勢との関連性を
裏付けるものとして捉えることはできるだろう。

むすび

1950 年代に出現した当初のオーセンティシティー論においては、楽譜（思考）と同様に、
古楽実践も、ロマン主義的な演奏と対照づけられるものとして歴史主義の文脈に位置づけて
考察されることが一般的だった。それゆえに、思考と実践が異なる概念をもつものとして検
討されることはなかったと考えられる。タラスキンは、まず楽譜を解釈すべきテクストとし
て捉え、演奏実践とは独立した思考面・理論面から考察されるべき対象として位置づけた。

48 Ibid.
49 Naulleau, Gaetan. 2014. “Gustav Leonhardt’s Bach Cantata Recordings: Project, Reception and Style,” Early Music 

42（1）, p. 37.
50 次 の レ コ ー ド を 参 照 し た。Johann Sebastian Bach, Das Kantatenwerk Vol. 1, Cantatas BWV 1‒4. Nikolaus 

Harnoncourt, Wiener Sängerknaben, Chorus Viennensis, Concentus Musicus Wien. Telefunken, 6.35027.
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そして、演奏実践の正当性は歴史的正当性という観点のみでは評価することはできないと
いった論旨を展開した。なぜなら、音楽作品のオーセンティシティーとは、作品の本質をど
のように実現しようとするのかを示す演奏家の現代的な姿勢にこそ立脚すると考えていたか
らである。そしてそれゆえに、タラスキンは古楽実践を歴史性という観点から理解するので
はなく、むしろ現代性をもつものとして定義づけようとしたのである。1980 年代に既存し
ていたオーセンティシティー論に対するタラスキンの批判は、こうしたものだったと考えら
れる。

では、なぜ、タラスキンはオーセンティシティー批判を継続的に論じてきたのか、といっ
た疑問が生じるかもしれない。ヨーロッパ諸国で次々と古楽運動が席巻し、HIP が注目を集
めるようになった 1970 年代、同時期のオーセンティシティー論はそうした真新しい HIP の
形式的な側面を考察の対象とするようになっていた。それらのオーセンティシティー論がメ
ディアや演奏業界に影響を及ぼすまでに至った 1980 年代頃、極端な演奏様式が採用された
り、演奏会場にそぐわないオリジナル楽器が使用されるなど、古楽実践に対する固執は不自
然な形で現れるようになった。そうして常態化されていく一部の古楽実践に対して、タラス
キンはタイムズ紙や音楽雑誌を通して一石を投じるようになったと考えられる。今世紀に
入ってからは、そうした形式的にとらわれ形骸化した古楽実践は廃れた、といって過言では
ないだろう。

最後に付け加えておくと、タラスキンが数々の論考中で述べた演奏家の現代的な姿勢とい
う観点については、その具体例は示されているものの、明確な理論として構築されていると
はいい難い。タラスキンに追随するアメリカの論者、すなわちキーヴィー、ドレイファス、
ゲーアなどの論考によって補う必要があるという点を指摘しておきたい。また、そうして曖
昧にされた余白をめぐって未だに論者間では摩擦が生じていると推測する。

本論で扱ったタラスキンの論考は、アメリカにおける古楽受容をめぐる実践概念の研究、
すなわち非ヨーロッパ圏における西洋文化芸術の批判的・美学的な研究モデルとしてみなす
ことができる。筆者は、このような研究を再検討することにより、日本の洋楽受容における
演奏美学研究の端緒を見出すことにつながるのではないかと考えた。タラスキンの論考が書
かれた同時期の 1980 年代から 1990 年代における日本では、数十年前にヨーロッパ諸国で衰
退したような演奏理論を安易に適用させようとする傾向があったと考えられる。過度に煩雑
になることを避けるため、本論ではテクスト概念を考察の対象としなかったが、筆者の今後
の研究で、例えば、日本の古楽実践においてどのように楽譜が扱われてきたかといった問題
を考察する際に、再度検討したいと考えている。
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リチャード・タラスキンのオーセンティシティー論を再考する

Reconsidering Richard Taruskin’s Critique of 
Authenticity

SUGIYAMA Eri 

On the basis of the ideology of authenticity, this paper discusses the characteristics of 
Early music performances and how they are defined. The author focuses on the articles of 
Nikolaus Harnoncourt and Gutav Leonhardt’s Bach Church Cantata Recordings （1971‒1989）, 
written by Richard Taruskin between 1982 and 1994.

Taruskin’s efforts to transform the debates on authenticity and Early music perfor-
mance gradually gained momentum in the 1960s. His critical articles and reviews were 
summarized in Text and Act （1995）, adding postscripts in 1994.

In mid-twentieth century aesthetics, in the context of historicism, European authenti-
cists have discussed and contrasted romantic style and Early music performances. “Theory” 
and “practice” had not been examined as different terms of ideology in the 1970s. Some au-
thors have theoretical explored historically informed performance （HIP; for example, Nick 
Wilson studied the relation between HIP and “the authenticity business” during the 1970s 
and 1980s in Britain and Lydia Goehr and Peter Kivy studied the issue of HIP as a disciplin-
ing of performance practice, subjecting it to a text-based musicology）.

In contrast, Taruskin approached score as “text,” considering it on the basis of the ideol-
ogy of theory. Because Taruskin thought that the authenticity of musical work is based on 
the modern attitudes of the performers who show how they are going to realize the essence 
of the work, he argued that authenticity in performance cannot be evaluated from merely 
a viewpoint of historical accuracy. Therefore, Taruskin attempted not to understand Early 
music performance from the viewpoint of historicity but rather to define it assuming that 
it contained aspects of modernity. Thus, Taruskin’s critique of authenticity triggered argu-
ments between European and US scholars from the 1980s onward.
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ポピュラー音楽のジャンル概念における
間メディア性と言説的構築

―�「ジャパニーズ・シティ・ポップ」を事例に�―

０．概要

大都市・東京における「都会的」で「洗練」されたライフスタイルを具体的に表現し、こ
んにち主流となっている J-POP のトランスナショナルで消費主義的な特色を先取りするも
のとして、日本の「シティ・ポップ City Pop」は最初に登場した 20 世紀最後の四半期から
現在にかけ、様々な再文脈化を経験してきた。本稿ではこのシティ・ポップを、ポピュラー
音楽のジャンル概念が出現し存続していくプロセスにおける、間メディア的（intermedial）
な本質を調査するための一例として用いる。まず、もっとも一般的にシティ・ポップとして
分類されている音楽製作物に共通する複数の記号的（聴覚、視覚、テキスト）特徴がジャン
ルとして概念化されていく過程を、間メディア的変換の一例として考察する。そして、1977
年から 2016 年にかけて出版された音楽史の書籍、ディスク・ガイド、新聞、音楽雑誌の記
事によって構成される日本語の音楽関連の小規模なコーパスから資料をピックアップし、調
査結果と結びつけていく。その上で、本稿はシティ・ポップをジャンルとして言説的に構築
していった行為者を特定し、それらが音楽に、あるいは音楽以外の性質に与えていった変化
を追っていく。そして現在におけるわれわれの「シティ・ポップ」という用語に対する理解
や、この語が指し示すアーティスト認識が、比較的少数の日本人音楽ジャーナリストによる、
熱狂的でマニアックな雑誌記事やポピュラー音楽史によって大きく形作られてきたことを明
らかにする。このような人々の手によって、多種多様でしばしば正反対の特徴を持つ音楽作
品群は、フォーク・ロックバンドのはっぴいえんどを中心に据えた一貫性のある系譜的「語
り」へとまとめ上げられていったからである。以上の分析を踏まえ、本稿はイェンツ・シュ
レーター Jens Schröter のいう「存在論的間メディア性」における言語／記述の根本的な優
位性を参照しつつ、ポピュラー音楽ジャンルとしての「シティ・ポップ」の構築において、

モーリッツ・ソメ（ケルン大学）
加　藤　　　賢　訳
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イーミック（文化内在的）な音楽的特性や短期的な音楽産業のマーケティング戦略よりも、
エティック（文化外在的）なテキストベースの「語り」の方が強い重要性を持つ、というこ
とを示す。

ジャンル理論はふつう、音楽ジャンルを成立させる諸条件や、アーティストやそのオーディ
エンス、あるいはそれ以外の音楽コミュニティの構成要素へ、ジャンルが果たす機能を問う
てゆくものである。本稿では、こうしたジャンルへの問いに対して新たな方法論を提案する
べく、ポピュラー音楽の構築におけるメディア、ならびに間メディア性（Intermedialität）
へ関心を寄せている。ポップ・ミュージックは通常、聴覚的、視覚的、テキスト的なシニフィ
アンのメディア横断的な相互作用によって定義されうる。だとすれば特定のポピュラー音楽
ジャンルの枠内における、これら記号間の相互作用をどのように説明すれば、ジャンルの境
界とその通時的ダイナミクスを明らかにすることができるのだろうか？ いいかえれば、そ
れぞれ異なるメディアの要素は、ポピュラー音楽のジャンル構築において、どのように相互
作用するのか？あるメディアは他のメディアより重要なのか、あるメディアは他のメディア
を支配しているのか？よって本稿における論点は、間メディア的な、そして間芸術（inter-
art）的な理論（cf. Caduff et al. 2007, Wolf 2010）において頻発する問題である、間メディ
ア的なダイナミクスとメディア間のヒエラルキーにまで及ぶ。

こうした問いに答えていく最初のステップとすべく、本稿ではポピュラー音楽ジャンル研
究における小規模なケーススタディとして、日本の「シティ・ポップ」を取り上げたい。後
述するように、シティ・ポップは 20 世紀の第 4 四半期に登場して以来、さまざまなリバイ
バルと再定義を経験してきた。もっとも最近の事例では、2010 年代半ばからの復活が、日
本のポップ・ミュージックファンの間でかなりの注目を集めている。それによって、自ら「シ
ティ・ポップ」と名乗っている、あるいはジャーナリストや CD ショップといったエティッ
クな行為者によってそう呼ばれる、主に東京を拠点とする多くのインディー・ポップ、ダン
ス、ロック、ファンクミュージシャンたちが現れてきている。この新たなブームは「シティ・
ポップ」の名の下に集められたミュージシャンたちの音楽性が明らかに千差万別だったの
で、「かつての『シティ・ポップ』というジャンルとはいかなる合理的一貫性も存在してお
らず、その定義は著しい混乱状態にある」という批判を浴びることになった。日本の英字新
聞である『ジャパン・タイムス』は、このリバイバルを 2015 年に「文字通り、『名前』だけ
が繋がっているトレンド」と評しさえした（Aoki 2015）。そこで本稿では、近年のシティ・
ポップ・リバイバルを取り巻くいくつかの混乱状態を解消するとともに、かつてジャンルの
構築・再構築において機能し、そして今もなお影響を及ぼし続けている多様なメディアの役
割についても考察を加えていく。そして最後に 1977 年から 2016 年にかけて出版された音楽
史の書籍、ディスク・ガイド、新聞、音楽雑誌の記事、インターネット記事など、日本語で
書かれた音楽についてのインターテキストによって構成される通史的コーパスを調査する。
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本稿はこれらのテキストの中でシティ・ポップがジャンルとして言説的に構築されていく過
程を分析し、コーパスから集められた情報をジャンル構築における間メディア的な領域と関
連付けていく。すなわちシティ・ポップの定義・再定義においては、非゠テキスト的なアー
ティファクトやメディアが重要な役割を果たしているのである。

１．ポピュラー音楽研究におけるジャンル理論と間メディア性

議論を簡潔にするための出発点として、ファブリ Fabbri による広範囲で社会構築主義的
な音楽ジャンルの定義を当てはめてみたい。Fabbri（1999：7）は「ジャンルとは何らかの
理由、目的、基準によって、コミュニティに承認された音楽の一種である。すなわち、コミュ
ニティによって承認された（あらゆる）約束事によってその方向性が規定された、一連の音
楽的な出来事のことである」と定義している。本稿では、メタジャンルやサブジャンル（cf. 
Shuker 2005）といったさらなる細分化を行わないし、用語上も区別しない。したがってこ
こでは、J-POP（1990 年代に確立された、日本で製作されたほぼ全てのポップ・ミュージッ
ク作品を包括できる用語）のような広いメタジャンルと、より小さく具体的な音楽ジャンル
を、同じ枠組みと定義の下で議論を進めていく。

そういった広い意味で定義されているときでさえ、ジャンル概念は音楽それ自体が機能す
るための、そしてわれわれが音楽を理解するための基礎となっている。ジャンルを区別する
リスナーの能力は、音楽を処理する上で必須のスキルであり、基本的な認知ツールである。
彼／女らによって感じ取られた生の聴覚認識は、この能力によって前述したような意味認識
の文化的パターンへマッピングされるのである（cf. Fabbri 1996）。経済的なレベルでは、ジャ
ンルの区別は音楽と音楽マーケット間において必要不可欠なインターフェースとして機能す
る (cf. Frith 1996：76, Negus 2013：27）。また社会的なレベルでは、ジャンルは集団的アイ
デンティティにおける強力なマーカーとしての役割を果たす。これらの機能はとりわけ重要
である。なぜなら第二次世界大戦以降のポピュラー音楽は、高度に商業的であると同時に商
業化に敵対する、サブカルチャーを含む若者文化（youth cultures）へ根付いているためで
ある。それゆえ、ポピュラー音楽におけるジャンル概念は「多様な社会集団におけるヴァナ
キュラーな言説に根ざしており、流行の変遷や資本主義の論理によって不安定化される、き
わめて乱雑なもの」（Holt 2007：14）となっており、芸術音楽のそれと比べて矛盾や不一致
を抱えたものとなっている。ポピュラー音楽のジャンル概念は「ただ『比較的』安定したパ
ターンを持つだけであり、刷新や操作、変化へ常に開かれている」（Hodges 2015：46）。そ
して最終的にジャンルの定義は「ポピュラー音楽においては、時代ごとに異なる目的のため
に使用されているため、完全な定義をすることはできない」（Weisbard 2013：404）。技術
的変化や若いオーディエンスへ向けた再パッケージング、商業的利益を見込んだ用語の流
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用、あるいは音楽コミュニティによる再使用などを理由として、ポピュラー音楽のジャンル
概念はしばしば再文脈化（recontextualizations）と再定義を経験することになる。

一方でポピュラー音楽史の研究は、ジャンルの構築と発展に影響を与えるさまざまな行為
者や関連人物にこそ頻繁に光を当てているが、この過程における間メディア性の役割につい
て関心を払うことは少ない。ポップ・ミュージックそれ自体は「間メディア的な芸術形式で
ある」として広く認識されているだけに、これは驚くべきことである。それが「歌」という
形式をとる限り、ポップ・ミュージックはたとえばオペラのように、詩的な歌詞と音楽が統
合された、複数のメディアが共存するような間メディア性の形式の一つとして分類できるの
は明らかである（cf. Wolf 2010：462）。しかし欧米の、あるいは欧米の影響を受けた戦後ポッ
プ・ミュージックの美学は、こうした間メディア性の基本形態からしばしば飛躍し、他の非
゠音楽的要素を強調的に取り入れる傾向がある。ディードリッヒ・ディードリッヒセン 
Diedrich Diederichsen（2014）は、ポップ・ミュージックは音楽のメディア性を前面に押し
出すことにより、伝統的に非゠音楽的だと考えられてきたサウンド（ギターのディストー
ション・ノイズなど）を音楽表現に取り込んだと指摘した。ポップ・ミュージックがスター・
システムに依拠し、そのルーツを若者文化に持っていることから、こうした戦後ポップ・
ミュージックにおけるアーティストのパフォーマンスや、スターに対するリスナーの心理的
同一化についてもひときわ注目が集まっている。それを可能にするメカニズムが視覚的メ
ディア要素、たとえばミュージックビデオやカバー・アートなどであり、ポピュラー音楽は
他の現代音楽と比較してもこれらをより顕著に用いている。こうしたポップ・ミュージック
の間メディア的な本質を概念化するため、オーレ・ペトラス Ole Petras（2011）は入り組
んだ間メディア性を持つ「ジグニフィツィーレンデ・アインハイテン Signifizierende 
Einheiten ＝意味する単元」という意味論的モデルを考案した。このモデルは異なる意味
（meaning）レベルへ作用し、それぞれの意味作用（signification）を補強・修正すること
で相互作用し、そのため常にメディアの境界線を超えていく。たとえばアルバムのカバー・
アートに用いられているモチーフは、単にリスナーによる「音楽それ自体」の認識へ影響を
与えるだけのものではなく、歌詞やキューなど他のシニフィアンたちとの相互作用を通した
「総体としての音楽」によって生成される「意味」の、不可欠な部分を形作るのである。そ
のうえ、この間メディア的な意味生成のプロセスは（曲やアルバムやコンサートといった、
あらゆるポピュラー音楽作品の境界のうちに見られるさまざまな要素によって構成される）
組成内のレベルにとどまらず、ふつう音楽の一部分とは見なされていないシニフィアンさえ
も含んだ、物語外部的な（extra-diegetic）方法によっても機能する。ポップ・ミュージッ
クのスター・システムやファン文化の中において、たとえば音楽ジャーナリストによるエ
ティックな語り（narrative）は、イーミックな曲と詞の記号表現を容易に補完し、音楽の
生産と受容を形成するのである。
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このポップ・ミュージックの間メディア的な性質は、ジャンル構築の問題にとって重要と
なる。なぜならポピュラー音楽のジャンルは、上述のような間メディア的手段によって、と
りわけ「カヴァー・ノートや写真、雑誌、映画」（Holt 2003：92）を通じた視覚化によって
定義され、拡散してゆくと考えられるからである。ユーリ・ロトマン Yuri Lotman（2001）
の記号論は、ポピュラー音楽のジャンルを「トランステクスチュアルかつトランスメディア
ル」な、そして共時的・通時的な次元で機能するような記号的領域（semiosphere）として
概念化する手掛かりとなる。この領域においては、さまざまなタイプの聴覚的、テキスト的、
視覚的な記号表現を記号論的変換（semiotic translation）し、それらを「音楽化」する、つ
まり多様なメディアの手がかりから音楽的な意味を創造する、音楽生態学的（musical-
ecological）システムが作動する（cf. Marino 2015：240）のである 1。これらの間メディア的
に変換された記号表現をつなぎ合わせて統合し、多かれ少なかれ明瞭な 1 つのジャンル概念
を作り上げるのは、ここで問題になっている「ジャンル名」以外のなにものでもないように
思われる。それは「ある特定の音楽のアイデンティティを統合する唯一の要素になるかもし
れないほど、意味のあるもの」（ibid.：252）なのである。

２．シティ＆ビーチ：間メディア的変換と1980年代シティ・ポップの生態学

間メディア的変換としてのジャンル、という考え方は、日本のシティ・ポップにも適用す
ることができよう。というのも、今日これらは視覚作品のカノン―これらは 1980 年代の
初めから半ばにかけて、カバー・アートワークや写真、CD ブックレットやレコードの歌詞
カードのテキストやレイアウト、音楽雑誌の記事、ミュージックビデオなど、多様な形式で
現れた―と広く結びつけられているからである。イラストレーターの永井博や鈴木英人と
いった卓越した一握りのアーティストは独自のスタイルを確立し、真夏のビーチや海沿いの
ハイウェイ、スイミングプールなどのイメージを通して、1980 年代初頭のカノンにおいて
支配的となった独自のスタイルを生み出した。ウォーホル、リキテンスタインといったポッ
プ・アートやアメリカ西海岸の情景に着想を得た彼らのイラストは『FM ステーション』と
いったラジオ雑誌の表紙を飾り、山下達郎、大瀧詠一といったシティ・ポップミュージシャ
ンのアルバム・ジャケットにも用いられた。一方で彼らが描いた海岸や海といった典型的な
モチーフは、ありのままの自然というよりも「疲れ切った都会人が夢見るレジャー空間」を
表象しており、たいてい快適な都市生活のシンボルに囲まれている。その後、1980 年代半
ばになるとシティ・ポップのジャケットはイラストから、よく似た構図の写真へと置き換え
られ、時にはそこへ類型的なポップスターのポートレート写真が組み合わされた。これほど

1 このジャンル領域はもちろん、より広い文化圏からもたらされる他のサブ領域やメタ領域と相互作用する。この相
互作用の概念化については Ndalianis（2015）を参照のこと。
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特徴的ではないものの、しばしばみられるのは、そのジャンル名が暗示する「大都市」とい
うテーマをより直接的にアピールするとともに、富裕な都市環境を描くことで現代的洗練を
表そうとするカバー・アートのスタイルである。当時のシティ・ポップのアートワークは、
アメリカ（おおむねカリフォルニアを想起させる）ものか、「トランスナショナル」な大都
会を描いたものだが、東京や横浜のビル街の夜景であっても、それら都市景観のうちに日本
らしさを示す要素は皆無に近い。このような「都市と海辺」という図像は「シティ・ポップ」
というジャンルが最初に誕生してから終焉するまでずっと一貫しており、このジャンルを最
も容易に識別する特徴となっている。音楽ジャーナリストのイアン・マーティン Ian Martin
（2016：84 f．）はかつて「基本的に 80 年代に出たアルバムでプールの絵を表ジャケットに
配したものはなんでも、おそらくシティ・ポップということになるだろう」と述べている。

図1　�「ビーチ」をテーマにした1980年代シティ・ポップのアルバムジャケット。�
左から、大瀧詠一『雨のウエンズデイ（カバー・アート：永井博）』（1982）、PIPER
『Summer�Breeze』（1983）、角松敏生『ON�THE�CITY�SHORE』（1983）。

図２　�「シティ」をテーマにした1980年代シティ・ポップのアルバムジャケット。�
左から、松下誠『FIRST�LIGHT』（1981）、角松敏生『初恋』（1985）、PIPER�
『LOVERS�LOGIC』（1986）。
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たしかに、シティ・ポップを識別する上では音楽的な性質よりも、これらの視覚的特徴に
頼るほうが簡単なのかもしれない。1980 年代初頭にあらわれたシティ・ポップには（おお
むね、より明確に定義されうる）既存の様々なポピュラー音楽ジャンルが混在しており、独
自の音楽的アイデンティティをほぼ持っていない。だが大まかに理解するならば、おおむね
電子楽器とアナログ楽器を組み合わせたサウンドと制作手法による、明るくクリーンで洗練
された音楽ということになるだろう。R&B やフュージョン、ソウル、ライトジャズやスムー
スジャズなど、アフリカン・アメリカンの音楽スタイルに影響されたリズム主体の音楽志向
や歌唱スタイルを持ち、テンションコードや 16 ビートを多用する。しかしまた、1950 年代・
60 年代の「白い」アメリカンポップやロックを想起させるような構造も同じく用いられて
おり、時にはディスコやラテン音楽、シンセ・ポップの諸要素も取り入れられている。シティ・
ポップはいかなる「日本的な音楽」の証をも見出し得ない、という点によってこそ、その文
化的コンテクストをもっとも明確に定義しうるのである。多くの場合、日本語で歌われる歌
詞を除いて、ペンタトニック・スケールや演歌、ないし古い歌謡曲のような歌唱法といった、
日本の近代大衆歌謡において「日本的」と通常考えられるような楽理的特徴の痕跡はほとん
ど見られない。歌詞についても、日本語とヨーロッパ諸言語（もっともよく用いられるのは
英語）が頻繁に切り替わり、シティ・ポップの「文化的無臭性」を同じく反映している。英
単語は断片的なフレーズがカタカナ、ないしラテンアルファベットで歌詞カードに掲載さ
れ、曲のフックやコーラスでしばしば用いられる（高 2011：181）。英語を用いたこのコード・
スイッチングは時に脚韻へも用いられるが、これはポピュラー音楽の詩学と日本文学の、ど
ちらの様式とも相容れない発想である。この方法論の一例として、杉山清貴による「ふたり
の夏物語」（1985）を取り上げたい。AABB 形式の押韻構成によって成り立つコーラスでは、
日本語と英語のヴァースが交互に組み合わされている。

オンリー・ユー
君にささやく
（Memory）
ふたりの夏物語

Onrī yū
Kimi ni sasayaku
（Memory）
Futari no natsu monogatari

Only you
I’m whispering to you
（Memory）
Our tale of summer

このように、シティ・ポップは 1990 年代の J-POP 2 におけるトランスナショナルな音楽
性を先取りしていたといえよう。じっさい 1980 年代末にラジオ局 J-WAVE によって
「J-POP」と呼ばれるジャンルが初めて誕生したときに、そこへ分類されていたアーティス
トの多くは、現在ではシティ・ポップのベテランとみなされている。この局の「J-POP 
Classics」という番組名には、もともと「シティ・ポップス」という呼称がそのまま採用さ

2 鈴木（2017：248-264）はこうしたジャンルのトランスナショナルな側面について、伝統的な歌謡曲からニュー 
ミュージック、1990 年代の J-POP という大きな連続性の中へシティ・ポップを位置づけるような議論を行っている。
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れる可能性すらあったのである（烏賀陽 2005：7‒8）。しかし本稿の目的としてより重要な
のは、これらの例が先述した、ジャンル定義に関する間メディア性理論と一致していること
だ。つまり、シティ・ポップの歌詞が間メディア的にしばしば変換され、アルバムのアート
ワークや雑誌の表紙、あるいはサウンドの特色等々を反復・強化していくことによって「ジャ
ンルの特徴」を形作ることを示しているのである。上述したような視覚的、聴覚的、ならび
にテキスト的シニフィアンはすべて、ある種のトランスナショナルで「アメリカナイズ」さ
れた風味を帯びている。シティ・ポップの歌詞は真夏、ビーチやリゾート地、海岸沿いの気
ままなドライブといったテーマを取り扱うことが多く、「大都市」というテーマはさほど重
視していない。「都市」というテーマを扱った歌詞でさえ、その背景にはしばしばエキゾチッ
クな場面が組み合わされる。このジャンルにおいて最も一般的な２つのモチーフを直接混ぜ
合わせることによって、より大きなテーマの首尾一貫性が作り出されるのだ。一例として、
中原めいこの「今夜だけ DANCE・DANCE・DANCE」（1982）を挙げてみよう。

常夏の島は discotheque
都会の海に浮かんでる

Tokonatsu no shima wa discotheque
Tokai no umi ni ukanderu

The island of eternal 
summer is a discotheque /
Floating in an urban sea

多くのシティ・ポップの歌詞において「都市」それ自体がさほど目立って描写されない理
由の一つは、このジャンルが家で聴かれる音楽というよりも、携帯性を重視した新たなメディ
ア・エコロジーの中ではじめて成立したからなのかもしれない。1979 年に発表されたウォー
クマンはすでに市場へ出回っており、リスナーの行動を変化させつつあった（cf. Hosokawa 
1984）。さらに重要なのは、1980 年代初頭にかけて急速に普及が進んだカセットデッキ、カー
ステレオ、FM ラジオ局の存在である。これらの多くは、レコードと機器の販売にシナジー
を生み出すことによって利益を上げようとしていたソニーによって製造された。ソニーは
1960 年代後半には CBS との合弁事業によって音楽出版業界へ参入しており、1978 年には日
本最大のレコード会社へと成長していた。ソニーの機器を使うことによって、聴衆は『FM
ステーション』などの専門誌から情報を得てお気に入りの楽曲をエアチェックし、カーステ
レオでシティ・ポップを聴きながら、海やリゾート地といった目的地をめざしてドライブへ
出掛けられるようになった 3。のち 1982 年にはオーディオ CD が日本で発売され、もうひと
つの主要なドライブ用音楽メディアになっていく。多くのシティ・ポップの歌詞は、車や道
路といったモチーフをしばしば参照することによってこのジャンルのドライブ BGM 的な傾
向を反映するのみならず、楽曲それ自体も車をかっ飛ばすための BGM としてぴったり合う

3 コンピレーションアルバムの『CITY POP 〜 SONY MUSIC edition』（2003）に収録されている佐藤博や大瀧詠一
のようなアーティストは、当時ソニーと契約を結んでいた。しかし、ワーナー・ミュージックのような他のレコー
ド会社も 1980 年代のシティ・ポップをリリースしている。
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ように書かれている。それらはドライバー（たいてい男性）と助手席に座るパートナー（た
いてい女性であり、ひそかな恋愛対象）の会話を邪魔しない程度に控えめであり、結果的に
より複雑な物語構造よりも、ムードを盛り上げてくれる美麗な風景描写が支持を受けること
になった。シティ・ポップの歌詞はまた同時に、ドライバー自身、さらには彼の趣味の良い
選曲がもたらすある種の「洗練さ」を誇示することも狙っていた（cf. 斎藤 2011：225）。売
野雅勇のような専業作詞家の手によって形作られたシティ・ポップの歌詞の美学は、それを
耳にする人々に広告のキャッチコピーを強く想起させるものでもあった。じっさい、シティ・
ポップの楽曲は CM ソングやスポット CM のテーマに数多く使用されている（鈴木 2017：
252）。

このようなシティ・ポップは自家用車を所持し、こうした音楽的環境へ加わるために必要
な機器を全て所持する余裕のある、裕福な都会の職業人をメインターゲットにしていた。そ
ういった意味において、シティ・ポップは第一に「都会的な」音楽であったといえよう。ま
たここから、シティ・ポップはティーンエイジャー向けのポップソングではなく、より大人
のリスナーを対象にしていたことがわかる 4。シティ・ポップを聴いていたのは、1960 年代の
ビートルマニアや和製ポップスと共に育ち、今ではいくぶんの経済的な余裕を持ち始めてい
た世代、ならびにその弟・妹たちであった。この世代は政治色が極めて薄かったのも特徴で
ある。1970 年代のフォーク・ミュージックに依然として残っていた政治的メッセージや社
会へのフラストレーションは、シティ・ポップにおいてほとんど見られない。こうしたノン
ポリ的な政治スタンスは、しばしばシティ・ポップが「バブル期の音楽」、すなわち戦後大
量消費社会という価値観が多くの日本人に歓迎された、最も経済楽観主義的な時代の音楽と
呼ばれる理由の一つでもある。

シティ・ポップは 1980 年代という環境と共に生まれ、共に消滅していった。まずロック
中心主義的な「バンド・ブーム」の勃興が最初の向かい風になった。さらに J-POP という
広範なパラダイムの登場や、シティ・ポップの音楽環境が別の技術的・視聴覚的モデルへ取っ
て代わられることによって存在感をなくしていき、80 年代後半には音楽ムーブメントとし
ての活力を失ったのである（烏賀陽 2005：4‒5）。

３．�シティ・ミュージックからシティ・ポップへ：�
書かれるジャンル、書き換えられるジャンル

けれども上述したような比較的厳密で明確なジャンル定義は、ひとたびそれがメディア

4 コーパスから当時より年少だった、ティーンエイジ・リスナーのノスタルジックな思い出が明らかになっている。
シティ・ポップはもちろん、まだ再生機器や車を買うことのできない人々にもアピールしていたのである。こうし
た心情の稀な表現としては、笹（2015：73‒88）による「気分は CITY POP」などがあげられる。
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ミックスされたり、エティックな（ジャーナリスティックな）シティ・ポップについての文
章に目を向けたりした途端に、がぜん複雑なものとなる。次の議論の基盤となる小コーパス
は、1977 年から 2016 年の間に出版された 52 の日本語テキストから集められたものである。
いずれも明確にシティ・ポップについて扱ったものであり、新聞記事、音楽雑誌の記事、ジャ
ンルやアーティストのガイドブック、Web マガジンやブログなどのインターネットソース
の４ジャンルに大別できる。

これらのテキストは「シティ・ポップ」というジャンルのコンセプトや名称について、そ
の歴史と発展を考えるヒントを与えてくれる。英語的な意味で用いられ、カタカナないしラ
テンアルファベットを用いて綴られる現代的な「シティ」のモチーフは、1970 年代日本のポッ
プカルチャーの中ですでに現れていた。『ポパイ』（この雑誌は「シティボーイのための雑誌」
を自称している）や『シティロード』のようなカタログ型ファッション誌は、若い読者層に
向けて新たなアメリカ的消費主義を売り込むために「シティ」という言葉を用いた 5。ポピュ
ラー音楽では、この用語はアメリカン・ロックやポップスを専門とするミュージシャンたち
に支持された。一例としては、1973 年に『CITY』というタイトルのベストアルバムをリリー
スしたフォーク・ロックバンドのはっぴいえんど、A 面を「City Boy Side」と銘打ったコ
ンセプトアルバム『火の玉ボーイ』を 1976 年に発表した鈴木慶一とムーンライダーズなど
が挙げられよう。コーパスにおいて、「シティ・ポップ」という音楽ジャンルに関連するい
ちばん最初のテキストは、熱心な音楽愛好家向けの雑誌である 1977 年の『ヤング・ギター』
によるものだ。「シティ・ミュージック」と呼ばれる（おそらく）新しいタイプの音楽につ
いて扱っており、先述したはっぴいえんどにも焦点を当てている。「シティ・ミュージック」
もまた極めて曖昧模糊とした概念である。この記事を執筆した音楽批評家の遠野清和は、次
のように述べている。

ニュー・ミュージックというコトバ自体もそうなんだけど、シティ・ミュージックっ
ていうのも一種のフィーリング・ワードにすぎないから、別段深い意味も無いのだと
思う。何なら試しにシティ・ミュージックを定義してみようか？ ―都会的フィー
リングを持ったニュー・ミュージック―かな。やっぱり解ったようで良く解らない。
（遠野 2006：58）

このように、この記事においてシティ・ミュージックは「都会的フィーリング 6 を持った
ニュー・ミュージック」として定義されている。ニューミュージックとは 1970 年代半ばか

5 こうした雑誌の歴史や影響力については小森（2011）や飯田（2013：181）を参照のこと。
6 ニュー・ミュージックのビジネスモデルと音楽スタイルについての簡潔な英語文献としては Stevens（2012：46‒

48）を参照。このジャンルの発展と定義の変遷、元々はよりフォーク志向のミュージシャンと結びつけられていた
ことなど、さらに深い議論については富沢（1979）ならびに北中（1995：184‒204）を参照のこと。
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ら後半にかけて現れた、シンガーソングライターを中心にしたジャンルであり、代表的なアー
ティストには松任谷由実などが挙げられる。遠野は、シティ・ミュージックの中心にはっぴ
いえんどのメンバーだった大瀧詠一、鈴木茂、松本隆、細野晴臣らの姿を見出している。松
任谷由実、山下達郎、小坂忠、南佳孝といった遠野が言及しているアーティストは、はっぴ
いえんど（あるいは解散後のメンバーたち）によってプロデュース、ないし様々なサポート
を受けている。遠野はまた、はっぴいえんどのコンセプトアルバム『風街ろまん』（1971）
をシティ・ミュージックのオリジンとして選び出している。遠野はこのアルバムが彼自身に
与えた「フィーリング」と、シティ・ミュージックが具現化したであろう都会人たちの心情
との間に関連性を見出している。

この全ての種を撒いたのがあの“はっぴいえんど”だった。“はっぴいえんど”の『風
街ろまん』は僕に都市のニュアンスを感じさせてくれた初めてのアルバムだった。70
年代に入って都市はすでにあこがれの対象ではなかったし、そんな都市の中に潜む
様々なイメージを“はっぴいえんど”は鋭く表現してみせた。（同上：59）

つまり、シティ・ミュージックにおける「シティ」とは、『風街ろまん』のライトモチーフ
である「ウィンド・シティ」あるいは「風街」を参照するような形で定義されるものである。
けれどもはっぴいえんどの「風街」は、1980 年代のシティ・ポップが描いた海沿いのきら
びやかでトランスナショナルな大都市の風景とは似ても似つかない。音楽的に言えば、『風
街ろまん』はバッファロー・スプリングフィールドやモビー・グレープに着想を得た、概し
てフォーク色の強いウェストコースト・ロックを志向している。またシュルレアリスティッ
クなその歌詞は、のちのシティ・ポップと全くもってかけ離れている。はっぴいえんどのド
ラマー兼作詞家である松本隆は、1964 年の東京オリンピックによる建築ラッシュによって
「失われた」東京に対するノスタルジックかつシュルレアリスティックな追憶として「風
街」を夢想した。それは高度経済成長期の日本における「負の側面」と対をなすものであっ
た（cf. 飯田 et al. 2004：208）。具体的に言うと「風街」は青山周辺の住宅街がモデルとなっ
ている。松本が中学生のころ、道路整備のための区画整理事業によって、一家揃って立ち退
かされた場所である（松本 1985，2001）。しかし時が経つにつれ、松本の「風街」とその「大
都市」というテーマは、はっぴいえんどやその関係者のための、ある種のブランドと化して
いった。はっぴいえんどのオリジナルなサウンドは、1980 年代のシティ・ポップとは異なっ
ていた。けれども彼らが作り出した「シティ・ミュージック」は、日本音楽史上初めて、同
時代的なアメリカン・ポップソングと鮮烈な「都会」のイメージを強く結びつけるものだっ
た（萩原 1998：71）。
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図３　�1970年代「シティ・ミュージック」アーティストたちのアルバムジャケット。�
左から、南佳孝『摩天楼のヒロイン』（1973）、松任谷由実『COBALT�HOUR』
（1975）、小坂忠『ほうろう』（1975）。

はっぴいえんど関連以外でも、遠野の記事において「シティ・ミュージックを代表する」
とされるアーティストたちにはいくつかの共通項がある。その音楽がティーンエイジャーよ
りも大人のリスナー向けであり、アメリカ的で、かつ極めて洗練されたポップソングである、
という点である。小坂忠などそのうちの数人は、1980 年代に人気をより高めていくことに
なる、R ＆ B のサウンドを早い段階から試していた。幾人かの 1970 年代シティ・ミュージッ
クのアーティストは、プロデューサーや作詞家としても 80 年代シティ・ポップのスターた
ちの作品に関わっている。さらに彼等のうち最も有名な大瀧詠一と山下達郎は 1980 年代の
シティ・ポップブームに直接携わっており、大瀧の『A LONG VACATION』（1981）や山
下の『FOR YOU』（1982）は成功を収めた。だが、いくつかの例外を除き、こうしたミュー
ジシャンたちのレコード・ジャケットは 1980 年代シティ・ポップの訴求力となったヴィジュ
アル上の美的感覚をほとんど持っていない。

コーパスにおいて、「シティ・ポップ」という用語そのものが登場した最古の例は、1981
年 10 月の読売新聞に掲載された松下誠のアルバムレビュー記事である。ここで読売新聞は、
松下のライト・ジャズアルバム『FIRST LIGHT』を「ハイセンスなシティポップ」と評し
ている。この頃になると音楽業界も「シティ・ポップ」という言葉を使い始め、豊かな若者
層をターゲットに、洗練された洋楽的サウンドを作り出す若い世代のアーティストを売り込
み始めた。それに伴い、このジャンル自体も世間一般から注目を集めるようになった。のち
にロックバンド A.B’s へ参加するスタジオ・ギタリストの松下は、はっぴいえんど、ならび
に彼等が作り出した 1970 年代の東京ロックシーン（東京のエリート大学生によるアマチュ
アバンドが中心）との間にべつだん関係を持っていない。むしろ、1980 年代初頭のシティ・
ポップシーンを支えたアーティストやプロデューサーは、松下のようなヤマハ音楽院の卒業
生たちであった（高 2011：182）。一般的に流通していた出版物のサブコーパスにおいて、
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シティ・ポップという呼称は、さまざまな歌手やプロデューサーを紹介する一連の記事や、
この「シティ・ポップ」という語によって論じられた新人アーティストのコンサート・レ
ビューのなかで、1982 年のあいだ頻繁に登場し続けている。その中には稲垣潤一、中原め
いこ、角松敏生といった、今日もシティ・ポップとしてよく知られ、しばしば言及されるアー
ティストもいる。けれどもコーパスのうちには、後年出版された高度で網羅的な「シティ・
ポップ」についての出版物にも載っていないような、山本寛太郎や白鳥順子、佐田玲子といっ
た名前も見られる。この時期に書かれた記事のうち、ジャンルの源流となる重要人物として
山下達郎、松任谷由実、大瀧詠一を取り上げたものはただの１つだけであった。「シティ・ポッ
プ」という言葉は、何よりも新世代のアーティストを語るためにあったのである。そして
1982 年以降、シティ・ポップやその変形である「シティポップス」といったジャンル名が
現れることは稀になっていき、1987 年以降にはまったく見られなくなった。こうした記事
が示すとおり、シティ・ポップはやや短命なトレンドであったようにも思える。

コーパスにおいて、シティ・ポップという用語が再登場するのは 2002 年になってからだ。
それは音楽コレクター向けに特化したディスク・ガイドシリーズの第１作目である。こうし
たディスク・ガイドは 1970 〜 80 年代に発売された洋楽志向の邦楽を、レトロでおしゃれな
新しい音楽として蘇らせた。この現象は、1980 年代後半に起こったレトロブームの延長線
上で捉えることができる。クラブ DJ や「渋谷系」シーン 7 のミュージシャンたちはファンク、
フュージョンといったリズム主体のスタイルを持つ、かつての邦楽たちにサンプリングの可
能性を見出しはじめた。英米のヴィンテージ・ビートだけに執着しなかったこれらのミュー
ジシャンによって、こうした楽曲は今や「和モノ」あるいは時に「レア・グルーヴ」と呼ば
れるようになった。日本の大手レコード会社は 1970 年代や 80 年代のコンピレーションアル
バムを発売し、レトロブームをさらに過熱化させていく。上述したような 2000 年代初頭の
ディスク・ガイドは、J-POP のジャケットデザイナーをつとめていた木村ユタカのような
音楽ジャーナリスト（彼／女ら自身も音楽産業の一員である）の手によって書かれていた。
ここにおいて「シティ・ポップ」は 1980 年代当時と比較して、よりさまざまな様式的影響
関係を整理し、このタイプの音楽の領域を包括するような用語として使われはじめた。同時
に、シティ・ポップの「先祖」や「源流」としてはっぴいえんどの名がこぞって挙げられる
ようになった。ここでは本質的に、かつて 1970 年代後半に遠野が述べた「シティ・ミュージッ
ク」のアイデアが蘇っている。だがさらに、ジャーナリストたちはこの用語を再文脈化し、
再定義していった。1970 年代の「シティ・ミュージック」のアイデアは、80 年代の「シティ・
ポップ」というよく知られた名称、明確に定義された視覚的イメージや美的感覚と溶け合う
形で、ディスク・ガイドの表紙やイラストを飾っている。けれども新たに拡張された「シティ・

7 Roberts（2013）は、主に西洋やラテンを志向する「渋谷系」ジャンルを「トランスナショナルなサウンドスケー
プ（transnational soundscape）」と位置付けた議論を行っている。
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ポップ」というジャンルに各アーティストが属しているかどうか、という判断において、特
定の間メディア的な美的コードの遵守や特定のメディア・エコロジーの共有はさほど重視さ
れない。何より大切なのは彼／女の対人関係であり、はっぴいえんどを筆頭とするアーティ
ストたちとの音楽的な影響関係なのである。アイドル歌手の松田聖子はいくつかのガイド
ブックにシティ・ポップのアーティストとして数えられているが、これは彼女の楽曲やイメー
ジがこのジャンルにぴったり合うからというよりも、おそらく大瀧詠一や松本隆と作品を共
同制作したことが理由であろう。こうした最初のシティ・ポップ・リバイバルにおいて出版
されたテキストの中には、はっぴいえんど、1970 年代のニューミュージック、シティ・ミュー
ジックシーン、そして 80 年代のアーティストたちの関係性を立証するため、わざわざ系譜
図を作っているものもある。この時期から「シティ・ポップ」という用語は、はっぴいえん
どやその近しい友人たち、関係者たちによって作られたニューミュージックを指す、単なる
「別名」として比較的一般的に用いられるようになっていく 8。この用語法は今なお現役であ
る。概してこうしたガイドブックは「シティ・ポップ」という用語を、はっぴいえんどを中心
に日本のポピュラー音楽史を読解するための起点として使っている。「シティ・ポップの原
風景」について扱ったあるテキストでは、このジャンルのルーツを求めて戦前の作詞家、西
條八十（1892‒1970）の流行歌にまで遡ろうと試みている（小川 2006）。また、あるテキス
トでは 80 年代を飛び越え、ピチカート・ファイヴのような「渋谷系」のバンドをジャンル定
義に組み合わせることで、シティ・ポップの影響力を 1990 年代に見い出そうとしている 9。

はっぴいえんどの元メンバーたちが、この広大な音楽界における中心人物としてカノン化
されたことにより、2000 年代初頭の時点ですでに高かった日本ポピュラー音楽史における
彼等の位置付けはさらに上昇した（輪島 2004）。この重要かつ名声を得たバンドと関わりを
もっていたことは、本来きわめてコマーシャルな音楽的環境の中で製作され、そして短命だっ
たはずの「シティ・ポップ」というジャンルへ、ある種の知的な輝きと歴史的な重要性をも
たらすこととなった。対照的に、当時はっぴいえんどは商業的にさほど成功を収めたわけで
はなかったにも関わらず、長期的な影響力を持っていたことを証明した 10。バンドが解散し
たのち、はっぴいえんどの元メンバーたちは作曲家、プロデューサー、スタジオミュージシャ
ン、パフォーマーとしてソロキャリアを商業的に成功させ、ニューミュージックや「シティ・
ミュージック」の重要人物となっていた。とりわけセールス的に際立った成功を収めたテク
ノポップ・バンドであるイエロー・マジック・オーケストラを立ち上げ、エキゾチカ、アン
ビエントといった、より芸術的な音楽ジャンルにおいても革新的な作品を生み出した細野晴
臣と同じく、他のはっぴいえんどのメンバーたちもハイカルチャーとポップの双方へまた

8 例としては、Bourdaghs（2012：166‒167）を参照のこと。
9 「渋谷系」はその初期において、はっぴいえんど、特に「細野の血統」とも関連付けられる（Marx 2004）。
10 特に断りがない限り、はっぴいえんどの歴史と影響における本稿の議論は輪島（2004）ならびに木村（2008）に基

づく。
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がって活動し、やがて日本ポピュラー音楽史において「重要人物」であるという評価を勝ち
取っていった。彼等の初期作品における試みは大きく成長していき、今日ではロック・ミュー
ジックのリズムに日本語詞を載せる革新的な方法論の開拓者としてしばしば言及されてい
る 11。このバンドの主要な作詞家である松本隆は、このメタ音楽的な話法を自らの手で巧み
に推進させていった。松本は 1970 年代に発表されたいくつかのエッセイやインタビューを
通して、ロックのシンコペーションするリズムへ適応するために日本人シンガーが採用せざ
るを得なかった「歪められた母国語」を問題視している。松本は英米のロック・ミュージッ
クを支持し伝統的な邦楽のスタイルにはほぼ関心を払わなかったが、また一方で単なる「西
洋まがい 12」なミュージシャンたちとも距離をとっていた。彼自身とはっぴいえんどのため
に、松本は「新しい伝統 13」、さらにはアメリカのロック・サウンドとぴったり合う「16 ビー
トの日本語 14」を作り上げようと試みるイノベーターとしての地位を築いていった。加えて、
松本の初期詩作はファッショナブルでありつつもスマートで、知的なものだった。アイロニー
やシュルレアリスティックな実験で満ちたそれらの作品は、宮沢賢治、安部公房、渡辺武信
といった日本の作家たちの諸作品を頻繁に参照し、その文学性をはっきりと示していた。遠
野が早くから記事の中で『風街ろまん』における「都市のイメージ」について述べている通
り、松本の歌詞には他のロックやポップ・ミュージックに欠けている「深み」がある、とい
う認識が 1970 年代にはすでに存在していたのである。松本は彼の詩や短編、いくつかのエッ
セイを書籍の形で出版することでこうした認識をより一層促していった。そのうちのいくつ
かは、謎に満ちたはっぴいえんどの数々の楽曲を解釈する手がかりになっている 15。バンド
が解散した後、松本は 1970 年代から 80 年代にかけて歌謡曲、ニューミュージック、シティ・
ミュージックやシティ・ポップのアーティストたちの作詞を手がけ、プロの作詞家として大
成功を収めた。この頃の松本の商業的な歌詞は、彼のはっぴいえんど時代を特徴付けるアヴァ
ンギャルドなスタイルやノスタルジックなイメージの痕跡をほとんど残していない。にもか
かわらず「文学的 literary」な作家であるという評判が十分に確立していたため、ディスク・
ガイドが 2000 年代以降「シティ・ポップ」と呼称していく音楽の評価をも高めていった。
結果的に、これらのディスク・ガイドは新たに拡張された「シティ・ポップ」というジャン
ルに対する松本の革新的な貢献、さらには彼のより広い意味での歴史的重要性を概して強調
することになった。

11 はっぴいえんどの重要性についての典型的な議論は萩原（1998）を参照。初期の松本の作詞スタイルについては、
Bourdaghs（2012：173‒175）ならびに細馬（2004, 2015）を参照。

12 松本（1971：33）を参照。
13 同上。
14 辛島（2015：30）を参照。1970 年代初頭の「日本語ロック論争（Japanese rock debate）」にまつわる記事やイン

タビューは、木村（2008）に再録されている。
15 松本（1985b, 2016）を参照。わざと多義的に（ハイカラ白痴・肺から吐く血）名付けられた「はいからはくち」が、

盲目的に西洋の音楽ばかりを聴き漁る日本のロック・ファンの心境を考察した、（自己）批評性を持った作品とし
て解読される（cf. 松本 2016：158‒161）のは、きわめて興味深い。
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コーパスは、これらのレトロ志向ではっぴいえんど中心的な出版物に支えられる形で起
こった小規模なシティ・ポップ・リバイバルが 2010 年代に加熱的な盛り上がりを見せ、80
年代ノスタルジア全般の復権と結びついていくことを示している。いまや大衆向けの新聞や
雑誌でさえ、「シティ・ポップ」という用語を再び用いるようになった。2014 年に出版され
た懐古的な雑誌増刊号『昭和 40 年男』のように、こうしたテキストの多くは主に 1980 年代
のシティ・ポップミュージシャンを特集しており、それと比べて 70 年代のアーティストが
言及されることはあまりない。だが一方で、ゼロ年代に拡張されたジャンル定義に則って、
はっぴいえんどやシティ・ミュージック、ニューミュージックのアーティストたちをシティ・
ポップの記述へ加えようとするものもある。シティ・ポップは次第に再び音楽雑誌を賑わす
ようになっていき、『ミュージック・マガジン』のような音楽マニア向け雑誌は東京イン 
ディーズ・シーンの若いアーティストやバンドを「新しいシティ・ポップ（New City Pop）」
の担い手として推し立て、種々のインターネット出版物も後に続いていった。この「新しい
シティ・ポップ」の担い手もまた、ファンク・ポッパーのジャンク フジヤマ、洗練されたポッ
プ・ディーヴァの一十三十一、Yogee New Waves やジャンル無視の「エキゾチック・ロッ
ク」を奏でる cero のようなインディー・ロックバンド、あるいは Awesome City Club のよ
うな EDM のアーティストなど、それぞれ多様な音楽性を持つアーティストたちであった。

図４　�2006年から2015年にかけて出版された、シティ・ポップに関する書籍や雑誌。�
左から、木村ユタカ（2006）『JAPANESE�CITY�POP（カバー・アート：鈴木英
人）』、『ミュージック・マガジン』2015年６月号、『昭和40年男』2014年２月号。

こうした新しいアーティストの中には 1970 年代や 80 年代のシティ・ポップの影響を強調
し、時には彼らにとってのアイドルの曲をカヴァーし、パロディさえする者もいる。だがシ
ティ・ポップとの関係性や、直接的な音楽的影響をはっきりと否定しているミュージシャン
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もいる 16。アルバム・アートの多様性の視覚的影響からも、「ニュー・シティ・ポップ」の膨
大な音楽的バリエーションを見出すことができるだろう。たとえばジャンク フジヤマのよ
うなアーティストは、1980 年代を象徴する人物である永井博にイラストレーションを依頼
することによって、かつてのシティ・ポップ・アーティストたちと自らの作品を意識的に結
びつけようとしている。けれども、そういった特定のアルバムを除けば、かつてのシティ・
ポップ的様式と「新しいシティ・ポップ」との間に美学的な強い繋がりを見出すことは難し
いだろう。こういった段になって、「『シティ・ポップ』は意味のあるジャンル区分であるこ
とをやめてしまったのではないか？」と疑う声も現れはじめている。

図５　�今日の「シティ・ポップ・リバイバル」アーティストたちのアルバムジャケット。� �
左から、ジャンクフジヤマ『JUNK�SCAPE（カバー・アート：永井博）』（2013）、
一十三十一『THE�MEMORY�HOTEL』（2015）、Never�Young�Beach『YASHINOKI�
HOUSE』（2015）。

４．シティ・ポップにおけるジャンル修飾語の安定性

だがコーパスの通史的分析は「シティ・ポップ」がジャンルとして解体され、拡張され、
再定義される流れを明らかにするだけではなく、シティ・ポップとはどのようなものか、と
いう考えに関する確かな一貫性をも示している。「シティ・ポップ」という用語と頻繁に結
び付けられている形容詞、形容動詞といった修飾語のうち、いくつかの重要な用語が 1977
年から 2016 年までの期間全体を通し、全てのサブコーパスにわたって明確に繰り返し用い
られているからだ。これらの用語は類似する概念と結びつけて整理し、意味論的なクラスター
へと分類することができる。「大都市の」「都会的」といった頻出する修飾語は、すべてのケー

16 2010 年代のシティ・ポップ・リバイバルについての概要としては渡辺（2015）を参照。彼は cero のファーストア
ルバム『WORLD RECORD』（2011）のリリースをその起点に置いている。
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スではないにしろ「City」、「City Pop」という言葉を、日本人リスナーに向けて単に翻訳し
たものである。他のクラスターからは「洗練」や「センス」、「おしゃれ」など、このジャン
ルが体現しようとした諸概念が、歌詞や記事によって常に強調されてきたことがわかる。さ
らにこのことは、ここまで論じてきた、対応する視覚的、聴覚的記号表現とうまく関連付け
られるだろう。数十年に渡る時の中で「シティ・ポップ」というジャンルの中で非゠言語的
な記号は大きく変化したが、こうした修飾語の用法は通史的に見てもほとんど変わっていな
い。1980 年代の音楽レビューと 2016 年のブログ記事を見比べたとき、これらの語句を同じ
くらい頻繁に見つけることができるだろう―そこで批評されている音楽が、驚くほどに異
なっていたとしても。

表１　シティ・ポップの言説的構築におけるジャンル修飾語の安定性（1977－2016）

頻出する修飾語（ならびにその変形） 意味

tokaiteki 都会的
tokai no 都会の
tokai kankaku［no aru］　都会感覚［のある］

urban, metropolitan

senren［sareta］　洗練［された］ refined, polished

sensu センス
haisensu ハイセンス

（refined, good）taste

daitoshi no 大都市の
toshi no 都市の
toshi seikatsusha no 都市生活者の

urban
urban dwellers’

oshare おしゃれ
shareta しゃれた

stylish, fashionable, smart

Nihon no 日本の Japanese

sofistikēto ソフィスティケート sophisticated

５．結論：シティ・ポップ、系譜的「語り」と存在論的間メディア性

以上の議論から近年の日本におけるシティ・ポップの歴史、ならびにポピュラー音楽にお
けるジャンルの言説的な構築について、いくつかの結論を引き出すことができよう。コーパ
スから読み取れる通り、第一に「シティ・ポップ」の用法には、1980 年代以前、1980 年代、
2000 年代、2010 年代という４つの時代区分があるということである。前述した通り「シ 
ティ・ポップ」が何を意味するかは時代ごとに違っており、それぞれ異なる響きを持つもの
であった。また同時に複数の時代にまたがった山下達郎・大瀧詠一といったアーティストの
経歴や、蓄積されていく聴覚的・視覚的な手がかりといったイーミックな資料は、エティッ
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クなジャーナリズムの記述においても時代区分同士を繋げ、通史的な首尾一貫性を仮定する
ためにもっともらしく用いられていった。また、このジャンルのエティックな記述に用いら
れる修飾語には、明確に通史的な一致が見出される。第二に「シティ・ポップ」というジャ
ンルの構築は、日本ポピュラー音楽史において輪島（2004）が呼称した「はっぴいえんどの
神話」の一例として捉えられるということである。はっぴいえんどの注目度上昇に関するこ
の記事において、輪島は主に日本語ロックとニューミュージックの事例を参照し、様々なポ
ピュラー音楽の歴史において、いかにしてはっぴいえんどがジャーナリストや批評家、音楽
ライターたちの間で重要性を高めていったのかを論じている。そして、この「はっぴいえん
どの神話」はシティ・ポップにも同じく当てはまるのである。はっぴいえんどは、シティ・
ポップという言葉が最初に現れた際には部分的にしか関連付けられていなかったが、遡及的
にこのジャンルの唯一の祖となっていった。それ自体は、あまり注目すべきことではない。
スター文化を扱うメディアが少数のバンドやアーティストにばかり焦点を当てるように、
ジャンルにおける「ルーツの探求」はポピュラー音楽評論においてありふれた取り組みであ
る。アメリカ風で、けれども日本語の「洗練された」都会的なポップ・ミュージックのパイ
オニアを探しているならば、はっぴいえんどや解散後のメンバーたちは、おそらくそれ以外
の 1970 年代ミュージシャンたちよりも期待に沿うことだろう。

現在主張されているような明確な系譜や通史的な連続性のうちには、容易に亀裂を見つけ
ることができよう。けれども、このことは日本のポピュラー音楽におけるジャンル構築にお
いて、音楽演奏についてのエティックな記述が大きな役割を果たしていることを示してくれ
る。また、音楽ジャンルにおける記述語が長期にわたって生き残り続けるために必要な「語
り」の重要性についても強調されることになるだろう。すでに見てきたように、シティ・ポッ
プという概念の生命力は、このジャンルが 1980 年代初頭において表象していたような間メ
ディア的感性と音楽的生態学の両者を超えて拡張され、持続してきた。今日のシティ・ポッ
プが単なるノスタルジアに基づく、わりあい短命な音楽ブームという域をとうに超えている
とすれば、それはいつもバラバラで、時に全く矛盾しさえする特徴を持つ音楽作品を一貫性
のある系譜的な「語り」へと纏め上げた、比較的少数の日本人音楽ジャーナリストの著述に
よって、意味と連続性が構築されたことによるところが大きいだろう。

本稿では、シティ・ポップが間メディア的変換の一例というだけではなく、メディア史家
のイェンツ・シュローター Jens Schröter（2011）が提唱する「存在論的間メディア性
（ontological intermediality）」という概念でも捉えうることを主張したい。簡潔に言うと、
存在論的間メディア性とは「メディアは初めから他のメディアとの関係性の中に存在してお
り、元からある個々のメディアが間メディア的に寄り集まるのではなく、間メディア性が最
初に存在しており、明確に分離された『モノメディア monomedia』なるものは、意図的・
制度的に引き起こされた封鎖、切断、排除のメカニズムの帰結に過ぎない」ということを示
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唆するモデルである。つまり、新しいメディアは既存のメディアとの差異に基づいて自分自
身を定義する、ということである。だがこの自己定義の過程において、新しいメディアの定
義にはいつも既存のメディアの「痕跡 traces」が再び取り込まれていく。よって存在論的
間メディア性の原理は新しいメディアに先行する。なぜなら、新しいメディアを記述する用
語は既存の言語からの借用でしかありえず、また既存の用語からの造語によって構成される
ほかないからである。このことはさらに言語の優位性、ならびに長期的・通史的なメディア
定義における特定の「書記言語（written language）」の存在へとつながる。なぜなら書記
言語はメディアの差異化、あるいは（デリダが「差延〔différance〕」と呼称したような）反
復による新たな意味の生成が現れる事実上唯一のメディアであるからだ。ポップ・ミュージッ
クのように、その起源から間メディア的なメディアにおいては、これはジャンル定義につい
ても当てはまる。ジャンルを記述するために用いられる「言葉」が同じものであったとして
も、新たな聴覚的・視覚的シニフィアンにおける間メディア的関係性の確立・再確立や、安
定した「語り」への同化といった過程を通してそれらは新たな意味を獲得し、また生成して
いる。こうした絶え間ない再文脈化は音楽ジャンルの命脈を保たせ、時に長らく埃をかぶっ
ていたジャンルを蘇らせることすらある。

もし間メディア的な音楽ジャンル構築の過程におけるメディアのヒエラルキーを特定しよ
うとするならば、書かれたもの―特に「エティックな」もの―を、その上位におくべき
であろう。「名前」それだけでは、ジャンルを纏めることができない。むしろ、ジャンルの
長期にわたる存続のためには、文脈と外見上の通時的一貫性が存在論的に必要とされるので
ある。少なくとも日本のシティ・ポップという事例において、これは事実であろう。このジャ
ンルはもともと終わりなき夏の瞬間を祝福するものであり、国内外におけるポピュラー音楽
史の何物にも劣らないほど、知的に理解されることを拒むものであった。だが後年のエティッ
クな記述がもたらした知織化は、「シティ・ポップ」という名前をそのままに、この用語を
新たなジャンル概念へと生まれ変わらせたのである。

６．コーダ：西洋におけるシティ・ポップ受容

日本本国のシティ・ポップ・リバイバルとほとんど無関係に現れてきたように見える平行
現象として、欧米においても 2010 年代以降、この「シティ・ポップ」というジャンルに関
連するアーティストたちへの評価が高まっている 17。このジャンルはあらゆる「アメリカ的」

17 以下の議論は英語圏の欧米諸国における、インターネットを中心とした反応に焦点を当てている。日本以外の東ア
ジアや、東南アジア諸国においても類似した動向が観察できる。欧米における受容と重なる部分もあるが、こうし
たアジアのコミュニティは（英語圏と比べて）もともと日本のポップカルチャーに親しんでいるために、シティ・ポッ
プについても理解を示しているように思われる。紙幅の都合上、筆者はアジアにおけるシティ・ポップ受容の特筆
性については取り扱わない。
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なるものに執着しており、多くのシティ・ポップのアーティストが 1970 年代から 1980 年代
にかけてアメリカで録音を行ったり、欧米のミュージシャンと共同制作を行ったりしていた
事実がある 18。にもかかわらず、アメリカの聴衆たちはそれまでシティ・ポップに対してほ
とんど無関心だった。

だが、インターネットを中心に展開したマイクロジャンルである「ヴェイパーウェイヴ 
Vaporwave」が出現したことによって、こうした状況は一変した 19。ヴェイパーウェイヴは、
「古いポップ・ミュージックを再評価的に取り上げる」という以前から行われてきた行為に
アイロニカルな見方を付加するものだった。ヴェイパーウェイヴのアーティストたちは、古
い楽曲を幅広くサンプリングして、電子音のトラックに落とし込む。だが彼らはそこに、ト
ラックのテンポを落としたり、ストップタイムのパターンへと寸断したり、短いサンプルを
延々とループさせたりといった、異化的に歪ませる効果を加える。こうした効果によって、
オリジナルの文脈においては楽天的、ないしメロウに聴こえていたサンプルの一節は典型的
に、悪夢のような色合いを帯びることになる。ヴェイパーウェイヴのミュージックビデオに
おいても、よく似た視覚効果が用いられる。荒っぽい草創期のような Web のグラフィック、
擦り切れた VHS テープの映像やその他のグリッチ・アート様式に似せて歪ませた動画など
だ。こうしたアイロニックな屈折に満ちたヴェイパーウェイヴには、次のような美学的批評
としての解釈も許されよう。つまりヴェイパーウェイヴは、ノスタルジアをみだりに振りか
ざす、空虚で大量消費主義的な行為に対する美的批評であって、このような搾取は後期資本
主義という状況下においてポップ・ミュージックを苦境に追いやったか、でなくとも何かし
らこの種の批評を喚起してきた 20。

その草創期から、ヴェイパーウェイヴは日本のポップソングやシティ・ポップの間メディ
ア的な美学的要素を取り入れてきた。セイント・ペプシ Saint Pepsi は、2013 年に発表した
アルバム Hit Vibes において、マイケル・ジャクソンと共に山下達郎をすでにサンプリング
している。このジャンルのアルバムジャケットには、1980 年代のアニメ・アートワークや
シティ・ポップにインスパイアされたポップアート、いくつかの日本のコンピューター・シ
ステムで使用されていた全角ローマ字などがしばしば用いられる。ヴェイパーウェイヴの
アーティストの中には、自身やその欧米の聴衆の多くが日本語をあまり読めないにも関わら
ず（あるいは、おそらくそれゆえに）、自らのアーティスト名や楽曲名に漢字を付け加える
者さえいる 21。こうした文脈において、日本のシティ・ポップは主に、ブレヒトのいう「異

18 よく知られているように、はっぴいえんどの３枚目にして最後のスタジオアルバムである『Happy End』（1973）は、
ヴァン・ダイク・パークスの手によってカリフォルニアで録音された。

19 ヴェイパーウェイヴおよび、ソーシャルメディア上におけるその視覚的・聴覚的表現の拡散については Born（2017）
を参照。このような「オンライン限定」ジャンルの一時性については Fleetwood（2017）を参照。

20 Grafton（2016）、Nowak/Whelan（2018）を参照。
21 この種のコード・スイッチングの例として、オレゴン州ポートランドを拠点に活動するアーティスト、ヴェクトロ

イド（Vektroid）の『札幌コンテンポラリー』（2012）がある。この日本語で記されたアルバム名の音訳・翻字は
提供されておらず、またアーティスト名も「情報デスク Virtual」というペンネームによって公開されている。
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化（alienation）」装置の機能を果たしているように見える。80 年代の欧米ポップとは、よく
似ていても視覚的・聴覚的に異なっており、同時にレトロなポップが通常作り出そうとする
ノスタルジックな効果を混乱させる役割を果たす。

そもそもの意図は皮肉めいたものだったが、欧米で活動するヴェイパーウェイヴのアー
ティストや聴衆たちの多くは、ほどなくしてシティ・ポップの音楽的資料に対して本物の愛
情を育むようになり、日本の古いレコードやカセットテープなどを蒐集するようになった。
さらに、よりアップビートなヴェイパーウェイヴの分派「フューチャーファンク Future 
Funk」が 2015 年に登場したことは、日本の音楽に対する評価を、斜に構えることのないノ
スタルジックなものへと好転させるきっかけとなった。フューチャーファンクもシティ・ポッ
プのサンプルを多用しているが、これらのサンプルを歪ませたりすることはなく、現代のハ
ウスやラウンジ・ミュージックのサウンドに適合させることを狙いとする。

シティ・ポップの「日本らしい」雰囲気がもたらす距離感は、すでに自国内のレトロなポッ
プで飽和状態にある欧米の聴衆たちにとっても新鮮に響くため、そのノスタルジアを妨げる
ことがなく、むしろそれを助長するようだ。シカゴを拠点に活動する DJ であり、アメリカ
の聴衆にこのジャンルを広めるために多大な貢献を行ってきたヴァン・パウガム Van 
Paugam は、次のように説明する。

シティ・ポップは、ほどよく
0 0 0 0

欧米の音楽に影響されているんだよ。かつて僕たちの手
にあった音楽がそのまま、汚れることなく残っているように聴こえるくらい。でも過
剰に商業化されているわけじゃない。こういう、音楽の純粋さが人々を惹きつけるん
だと思う。自分たちのものじゃない時間や場所に追憶を覚えることができ、懐かしく
感じさえする、って事実は多くの人々にとって新鮮なことなんだ。（Winkie 2019）

ヴェイパーウェイヴとフューチャーファンクはどちらのジャンルもニッチな聴衆を対象と
するものだが、そのインターネットに特化した性質によって、この音楽は YouTube のよう
なオンラインプラットフォームにおいて不釣り合いなほど多くの再生数を稼いでいる。
YouTube の提供する「関連動画（recommendation）」アルゴリズムの気まぐれな挙動を通
して、ヴェイパーウェイヴとフューチャーファンクのコミュニティで高く評価されていた古
いシティ・ポップの楽曲群は、欧米の聴衆たちのもとに姿を晒すことになった。もっとも顕
著な例は、竹内まりやのディスコ曲「プラスティック・ラブ」（1985）のリミックス版だろ
う 22。この楽曲は 2017 年夏から 2019 年初頭にかけて、2200 万回以上の再生数を積み重ね 
た。同じようなルートをたどって、近年では高田みどりのアンビエントアルバム『鏡の向こ

22 Calkins（2019）を参照。
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う側／ Through The Looking Glass』（1983）のような、より周縁的な日本の作品も欧米の
リスナーに知られるようになった 23。2019 年現在、英語圏が中心ではあるが、実に多様なファ
ンコミュニティがフォーラムサイトや YouTube チャンネル、Facebook グループに集って
いる。その参加者は「シティ・ポップ」の名の下に、1970 年代から 2010 年代にかけての幅
広い日本の音楽について議論を重ねており、他のアジア諸国の音楽にまで関心をいっそう広
げている。このオンラインコミュニティは、アニメやテレビゲームといった他の日本のポッ
プカルチャー製品のファンダムといくらかの範囲で重複しており、日本の音楽メディアで一
般的に見られるようなジャンルの「系譜」にはあまり関心を示さない。それゆえこの文脈に
おいて、はっぴいえんどや彼らと密接に関連する 1970 年代のアーティストたちは、さほど
人気を得ていない。時には、おそらく日本では「都会的」ないし「洗練された」ものとして
は認められないであろう、1980 年代のアニソン（アニメソング）やアイドルパフォーマン
スの二番手に甘んじることすらある。

それでも、このインターネットを発火点とするシティ・ポップブームは、多くの人々に 
とって日本ポピュラー音楽史への入り口になっている。シアトルに拠点を構えるレコード
レーベル「ライト・イン・ジ・アティック Light in the Attic」から最近リリースされた、
細野晴臣の初期ソロアルバムの売り上げに傷をつけるはずも断じてなかっただろう。この
レーベルは、1970 年代日本のフォークロックを掘り下げたコンピレーションアルバムも発
売している 24。

日本のメディアもまた、シティ・ポップに対する欧米の新たな評価に着目している。この
ブームを契機に、シティ・ポップはここにきて「外国人にもアピールできる希少な邦楽」と
して日本国内の聴衆向けに再パッケージされ、再発されることになった―それは、このジャ
ンルがもともと備えていたトランスナショナルなイメージともきっちり結びつくものであ
る 25。2018 年後半から 2019 年の初頭にかけてのたった数ヶ月間で、歌手の田中裕梨や DJ の
tofubeats を含む複数人の日本人アーティストが「プラスティック・ラブ」のカヴァーバージョ
ンを製作した。平成を超えてなお、シティ・ポップがジャンルとして進化を続けていくとす
れば、それはきっと「逆輸入品」としての進化になるだろう。
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Intermediality and the discursive construction of 
popular music genres : the case of ‘Japanese City Pop’

Moritz SOMMET, translated by KATO Ken

Commonly said to embody the ‘urbane’ and ‘refined’ lifestyle of metropolitan Tokyo and 
to prefigure the transnational and consumerist characteristics of today’s mainstream J-Pop, 
Japanese City Pop has undergone several recontextualizations since it first surfaced in the 
last quarter of the 20th century. I use City Pop as an example to interrogate the intermedial 
qualities of the processes at work in the emergence and sustenance of popular music genres. 
I first examine some common multi-semiotic（aural, visual and textual）characteristics of 
the musical products most commonly classified as City Pop, conceptualizing the genre as 
an example of intermedial translation. I then relate the results of this examination to select 
material from a small diachronic corpus of Japanese-language musical intertexts built from 
music history books, disc guides, and newspaper and music magazine articles published be-
tween 1977 and 2016. I identify actors in the discursive construction of City Pop as a genre 
and trace changes in the musical and extra-musical qualities attributed to it. Our contem-
porary understanding of the term ‘City Pop’ and our perception of the artists it points to 
are shown to have been strongly shaped by enthusiast press articles and popular musical 
histories written by a relatively small number of Japanese music journalists who integrated 
disparate and often contradictory artistic productions into a coherent genealogical narrative 
centered on the folk-rock band Happy End. My findings indicate the comparatively strong 
importance of etic text-based narratives over emic musical properties or short-term music 
industry marketing strategies in the construction of City Pop as a popular music genre, 
pointing to the fundamental primacy of language/writing in what Jens Schröter has termed 
‘ontological intermediality.’
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〈書評論文〉「シティ」たらしめるものは何か？：
シティ・ポップ研究の現状と展望

０．はじめに

本論文は、筆者が上に訳出したモーリッツ・ソメの論文「ポピュラー音楽のジャンル概念
における間メディア性と言説的構築―『ジャパニーズ・シティ・ポップ』を事例に―」
に基づいて、ソメの議論をさらに文脈化しつつ、「シティ・ポップ」に関わる言説と研究動
向について検討するものである。以下、当該論文については「ソメ論文」と呼称する。

翻訳元となった原論文は、ソメが 2017 年に開催されたヨーロッパ研究協会（European 
Association of Japanese Studies, EAJS） の 第 15 回 EAJS 会 議 に 提 出 し た 英 語 論 文
“Intermediality and the discursive construction of popular music genres：the case of 
‘Japanese City Pop’”である。このオリジナル論文の全訳に加え、ソメが 2019 年に書き下
ろした新規原稿を「６章」として追加収録した。また、ドイツ語圏の人名や学術用語の日本
語表記については、原則としてソメ自らが提案したものを採用した。

モーリッツ・ソメは、スイスのフリブール大学に勤務するドイツ国籍の日本学研究者であ
る。2005 年から 2006 年にかけて上智大学への留学を経験し、ケルン大学で修士号（Magister 
Artium）を取得した。これまでの研究成果の集大成として、ケルン大学へ 2019 年に提出さ
れた博士論文“Mediale Interferenzen：Literatur und Popmusik in Japan（1955-2005）”は
既に口述試験を通過し、2021 年に刊行される予定となっている。日本における近現代文学
とポピュラー音楽の相互作用をテーマとしたこの博士論文においては膨大な事例研究に基づ
く多層的・多角的な議論が展開されているが、なかでも石原慎太郎、五木寛之、町田康、そ
して松本隆の４名については「作家と作詞家の双方で活躍した文筆家」であるとして、中心
的に論じられている。このような日本文化史に対するソメの深い理解は、たとえばソメ論文
３章における、松本隆の歌詞論からも窺い知ることができるだろう。

きらびやかなシティ・ポップのイメージに惹かれてソメ論文を手に取った読者は、冒頭か
ら数ページに渡って続く難解なジャンル論に面食らうかもしれない。しかし、現在発売され
ている様々な「シティ・ポップ」史やディスク・ガイドに触れた経験があるならば、この問

加　藤　　　賢
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いの重要性と困難さにすぐさま気付くのではないだろうか。シュガー・ベイブから南佳孝、
吉田美奈子などのはっぴいえんど周辺人物に始まり、キャラメル・ママ（のちティン・パン・
アレー）参加作品群を経て大滝詠一『A LONG VACATION』（1981）、松下誠『FIRST 
LIGHT』（1981）、山下達郎『FOR YOU』（1982）、佐藤博『awakening』（1982）、角松敏生 
『ON THE CITY SHORE』（1983）、竹内まりや『VARIETY』（1984）などの傑作群がひ
しめくシティ・ポップ黄金期を過ぎ、そして 1990 年代の「渋谷系」への目配せや、2000 年
代に登場したクニモンド瀧口によるユニット「流線形」への言及を経て、cero や Suchmos
などに代表されるネオ・シティ・ポップ 1（シティ・ポップ・リバイバル）へたどり着く近年
のシティ・ポップ史に触れたとき、次のような疑問を抱いた者は数多いのではないだろうか。
すなわち、この“系譜”は、いかなる基準によって選別されたものなのだろうか？　ここで
「シティ・ポップ（ス）」や「都市型音楽」（大和田 2019）、あるいは「ライト・メロウ（Light 
Mellow）」として紹介されている膨大な作品群には共通の要素が―「都会的」と普遍的に
みなされる本質的特徴が―存在しているのだろうか？　ソメ論文は、こうした問いを解き
ほぐすための重要な視点を与えてくれる。

１．ジャンル定義における間テクスト性

続いて、各章ごとにソメ論文を概説していこう。まず０章「概要」および１章「ポピュラー
音楽研究におけるジャンル理論と間メディア性（原題：Genre theory and intermediality in 
popular music studies）」においては、ポピュラー音楽のジャンル構築における間メディア
性（独：Intermedialität）の役割に焦点を当てる。原論文においては英語の“Intermediality”
という表記が取られているが、ソメ自身はドイツ語圏における研究史を踏まえる形でこの語
を用いているため、翻訳にあたってはドイツ語表記を採用した。ソメは、メールを介した訳
者とのやり取りにおいて、次のような解説を寄せてくれた。

論文中に引用した間メディア性理論は主に Wolf や Schröter など、ドイツ語圏の学
者によって提唱されたもので、ドイツ語の Intermedialität もまた intermedial art な
どを指すことの多い英語の intermediality という表現とはちょっとニュアンスが違い
ます。簡単に言えば、Intermedialität とは元々、Paul Scher などが基礎付けた inter-
artes theory（間芸術理論…かな？）の流れから生まれた用語で、Rajewsky や Wolf
では文学、音楽、映画、美術などの、ここでは「メディア」として捉えられている各
芸術が交差・衝突する瞬間における現象のすべてを指します。例を挙げると、文学の

1 ソメ論文中では主に「新しいシティ・ポップ（New City Pop）」が用いられているが、本論文中ではより日本国内
で定着している「ネオ」の表記を採用する。
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中における絵の細密描写（ekphrasis）や、映画の中の（文学から借りた）語り手と
いう概念や、音楽と文学（詩）の間から生まれる歌（Lied）という新しい芸術。例え
ば歌の中には文学的表現と音楽的表現が働いている―その各メディアの表現が相互
にどう作用するか、どちらがある歌の表現を支配するか、等々という質問に答えを出
そうとするのも間メディア性理論です。［原文ママ］

この「間メディア性」の視点を踏まえてソメは、楽曲の構造や演奏方法など「楽曲」それ
自体のイーミック（emic、文化内在的）な特徴以上に、アートワークのデザインやミュー
ジシャンのファッション、帯に書かれたキャッチコピー、広告とその掲載媒体、そして音楽
ジャーナリストによる雑誌記事などといった、エティック（etic、文化外在的）な記号群の
相互作用が、ポピュラー音楽のジャンル同定に強い影響を及ぼすことを指摘する。すなわち
1970 年代の「シティ・ミュージック」と 1980 年代のオリジナル「シティ・ポップ（ス）」、
2000 年代にディスク・ガイドや DJ たちの実践を通して再定義された「シティ・ポップ」、
そして cero などに代表される 2010 年代の「ネオ・シティ・ポップ」は同一のジャンルとし
て、そうでなくとも地続きのファミリー・ツリーとしてこんにち強く認識されているが、楽
曲それ自体だけを見れば音楽性は多種多様である。にもかかわらず「シティ」というキーワー
ドのもと、それらが統合されている（ように理解される）のは、楽曲をとりまく視覚的、聴
覚的、テキスト的記号が、外部からそれらを「シティ」の文脈へ組み入れる役割を果たして
いるからにほかならない。とりわけ音楽ジャーナリストによる系譜的な語り（narrative）は、
その亀裂や矛盾、相違点、例外的要素などを巧みに補修し、ときに隠蔽することによって、
こうした作品群を１つのジャンルへ統合する。また、商品へラベルを貼り付けるように「シ
ティ・ポップへと作品をジャンル分けする」行為それ自体もまた、事後的にジャンルが同定
されていく典拠の１つとなりうる。極端な例を挙げれば、ショップ店員があるレコードを「シ
ティ・ポップ」の棚にとりあえず

0 0 0 0 0

並べておくことすらも、いずれその作品が「シティ・ポッ
プ」へ正式に分類されていく契機になりうるだろう。

２．1980年代「オリジナル」シティ・ポップ

こうしたジャンル論に馴染みがない読者は、まず２章の「シティ & ビーチ：間メディア
的変換と 1980 年代シティ・ポップの生態学（原題：The city and the beach：intermedial 
translation and the 1980s City Pop ecology）」から読み始めるとよい。ここでは大瀧詠一や
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山下達郎、角松敏生 2、松下誠、杉山清貴 & オメガトライブ 3、中原めいこといった、1980 年
代に「シティ・ポップ」と呼称された作品群が紹介されている。ソメ論文でも言及されてい
るとおり「シティ・ポップ」という固有名詞がメディア上に現れるのは 1981 年頃なので、
この章で紹介されている作品群はシティ・ポップの「オリジナル」と考えて差し支えない。
また、ここで紹介されている以外にも稲垣潤一や山本達彦、寺尾聰、セッション・ミュージ
シャンのグループであるパラシュートなどが含まれる。これらの作品には大都市の摩天楼や
リゾートの風景を描いたジャケットや、男女の出会いと別れをテーマにした歌詞、AOR
（Adult Oriented Rock、英語圏でいう Adult Contemporary や Quiet Storm）やソウル、
フュージョンの技法を取り入れた 16 ビートとテンションコードの導入など、ある程度の構
造的共通性がみられる。こうしたサウンドは部屋備え付けのステレオのみならず、大学生や
新卒社会人にも手が届く価格になっていた自家用車で、あるいはラジカセ、ウォークマンと
いった携帯可能なガジェットを通して視聴されることが多かった。とりわけ 1979 年にソニー
が発売した初代ウォークマン「TPS-L2」は、「歩行という『家』では一般に不可能な行為
に伴って、選択的に音楽を聴くというこれまでにない一つの体験」（細川 1981：35）を可能
にしたことによって若者からの熱烈な支持を集め、1981 年に登場した 2 号機「WM-2」は
250 万台を出荷するヒット商品となった。

この 1980 年代において「シティ・ポップ」とはジャンル概念というよりも、単なる商業
的なラベルの一つにすぎなかった。小説家の田中康夫が、1984 年に発表した短編集『たま
らなく、アーベイン』において「すべての体験が、みんな擬似体験になっていってしまう都
会生活の中で、僕たちが信じられるものといったら、それは、宗教とか政治とか哲学とか、
或いは疎外論的発想の『志の小説』といった類の、観念的な代物ではなくて、デザインの素
敵な洋服や、おいしい食べ物、雰囲気のいいレストラン、スタイリングのいい自動車、ハン
サムなボーイ・フレンド、チャーミングなガール・フレンドのように、商品化された具体的
な品物でしかないのだなって気がします。アダルト・コンテンポラリーやブラック・コンテ
ンポラリーの音楽も、僕らが信じられる物のひとつです」（2015：10）と表現したように、「シ
ティ・ポップ」もまた消費物としての音楽を指し示す記号の一つでしかなかった。

2 角松敏生は幼少期より熱心なはっぴいえんどのフォロワーであり、彼らから受けた影響を随所で語っている。一方、
彼が商業的成功を収めていた 1980 年代当時、その関係性が強調されることは少なかった。これは RCA/RVC レコー
ドからデビューした際に、山下達郎や大貫妙子が在籍していた第三製作部（ニューミュージックセクション）では
なく第二製作部（歌謡・芸能セクション）に所属していたこと、ならびにファン層の世代的なズレによるところが
大きい。

3 ヤマハの主催するポプコン（ポピュラーソングコンテスト）に出場していたロックバンド「きゅうてぃぱんちょす」
が、プロによる楽曲提供を受けることを条件として 1983 年にデビューしたバンド。レコーディングは杉山のボー
カルを除き、基本的にすべてスタジオミュージシャンが手掛けていた。またバンドのイメージやコンセプトも、所
属事務所のトライアングル・プロダクションや、楽曲の多くを手掛けた作曲家の林哲司、作詞家の康珍化らが構築
していた。トライアングル・プロダクションはグループ・サウンズ「アウトキャスト」出身の藤田浩一によって設
立された芸能事務所で、同時期には角松敏生や菊池桃子も在籍していた。より詳細な記録については、梶田・田渕
（2018）を参照。
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３．「シティ」の系譜学

３－１．1970年代「シティ・ミュージック」
しかし、３章の「シティ・ミュージックからシティ・ポップへ：書かれるジャンル、書き換

えられるジャンル（原題：From City Music to City Pop：writing and rewriting a genre）」
において、シティ・ポップの前史ともいえる 1970 年代「シティ・ミュージック」の概念が
紹介されることで、議論は込み入ったものとなる。ソメ論文中でも紹介されているとおり、
1977 年の『ヤング・ギター』誌上で「都会的なフィーリングを持ったニュー・ミュージック」
として「シティ・ミュージック」という概念が紹介されているからである。さらに、この「都
会的」な感覚のルーツとしてはっぴいえんどの『風街ろまん』を位置付ける、という認識ま
でもが、70 年代の後半にはすでに存在していたことが示されている。

『ミュージック・マガジン』誌のライターである村田健人は、自身の卒業論文をベースに
した論考（村田：2019）の中で、このシティ・ミュージックとはっぴいえんどの繋がりに関
する興味深い事実を指摘している。それは、「シティ・ミュージック」という語の活字上に
おける初出が、渋谷・百軒店周辺に集っていた音楽制作集団「風都市」が立ち上げた原盤制
作会社「シティ・ミュージック」の法人名であるということだ。より正確に補足すれば、こ
の「風都市」は、はっぴいえんどの４人（大瀧詠一、細野晴臣、松本隆、鈴木茂）とそのマ
ネージャーであった石浦信三 4 を中心に、はちみつぱい、乱魔堂、あがた森魚などが所属し
ていた集団のブランド名である（北中 2004：135）。その法人格としてライブ・ブッキング
会社の「ウィンド・コーポレーション」が 1971 年より存在していたが、それと並行して原
盤制作を行うため 1973 年に立ち上げられた別法人の名前が「シティ・ミュージック」であっ
た。この法人「シティ・ミュージック」は、音響会社のトリオ・レコードと組んで「ショー
ボート・レーベル」を発足させたが、風都市自体が 1974 年には雲散霧消したこともあって
１年足らずで消滅している（ショーボート・レーベル自体は 1981 年まで存続した）。

「ウィンド」と「シティ」という名前からも分かるように、この「風都市」という集団そ
れ自体も松本隆と石浦信三の２人によって形作られた「風街」というコンセプト 5 を共有す
るものだった。1973 年９月にショーボートの新譜第１弾として発表された吉田美奈子『冬
の扉』、そして南佳孝の『摩天楼のヒロイン』の２枚のアルバムもまた、こうした美意識を

4 石浦信三は小学校時代からの松本隆の親友であり、その鋭敏な才覚をもって松本のブレーンとしての役割を果たし
た。はっぴいえんどの活動を支え、その「日本語でロックを歌う」試みを理論武装したことから、「５人目のはっ
ぴいえんど」とも呼ばれる。1971 年には「風都市」創設者の１人となったが、1974 年以降は音楽の世界から離れた。

5 はっぴいえんどのアルバム『風街ろまん』などで見られる詞世界のこと。松本隆は東京都港区に生まれ、東京五輪
に伴う都市開発によって慣れ親しんだ風景の喪失を体験することになった。「風街」は、その過程で喪われた街並
みを詞世界で再現しようと試みるもので、ノスタルジックでシュルレアリスティックな世界観をもつ。石浦信三は、
このコンセプトの形成においても重要なアドヴァイザーとなっていた。なお、『風街ろまん』のタイトルはもとも
と『風都市』になる予定であったが、石浦が先んじて事務所の名前にしてしまった、という逸話がある。
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強く受け継いでいた。とりわけ『摩天楼のヒロイン』では、松本は作詞のみならずプロデュー
スまで行っている。この作品が制作された当時、松本は次のような手記を残している。

はじめてぼくがプロデュースしたレコードのミックス・ダウンがやっと終った。タイ
トルは「摩天楼のヒロイン」で、主なテーマは変わることなく〈都市〉だ。フォーク
もロックもジャズもクラシックもない。ジャンルなんぞより、〈都市〉というワイン・
グラスに注ぎ込まれたラブ・ソングが出来たら素敵だ……などと思い描いていた。そ
れにしてもハリウッド時代の煌めくような〈都会の夢〉を音で描きたくてたまらな
い。（松本 2016：146）

こうした背景に鑑みたとき、南佳孝は「シティ・ミュージック」というコンセプトを体現し、
最初期の人物であったことがわかる。じっさい、南は 1980 年代に入ると、「シティー・ミュー
ジックの貴公子」として広くプロモーションされるようになった（村田 2019）。それ以外に
も荒井（松任谷）由実や吉田美奈子、山下達郎などが同時代的に「シティ・ミュージック」
と呼称されることがあった。これらの事実を踏まえると、「シティ・ミュージック」という
概念は、「はっぴいえんどと結びつくもの」として理解されていたと考えてもよさそうだ。
もっとも 1970 年代当時ははっぴいえんどそれ自体の知名度が低かったので、より漠然とし
た「周辺・人脈」として認識されていた、と考えるのが妥当であろう。

しかし一方で、この 1970 年代「シティ・ミュージック」と 1980 年代「シティ・ポップ（ス）」
が、地続きのジャンル概念として同時代的に認識されていた形跡はあまり見られない。1980
年代に「シティ・ポップ」と呼称されたミュージシャンの中には、はっぴいえんどの関連人
物が多かったが、かといってそれがジャンルの弁別における必須条件であったわけでもな
い。もっとも最初期に「シティ・ポップ」とされたミュージシャンの１人である松下誠は静
岡県に生まれ、高校卒業後にヤマハ・ネム音楽院 6（三重県・志摩市）で音楽の専門教育を受
けている。また同じく静岡県生まれの作曲家で、こんにちシティ・ポップと呼ばれる楽曲を
数多く手掛けた林哲司は、ヤマハ音楽振興会（東京都・恵比寿）の作編曲教室出身で 
あった。彼らははっぴいえんどと繋がりがないわけではないものの、地理的、文化的、人脈
的に見てやや距離がある。

また、ノスタルジックな「風街」の情景と、摩天楼やリゾートを描いたアートワークの間
に繋がりを見出そうと試みる者も、1980 年代当時はほとんど存在しなかったといってよい。
繰り返しになるが、1980 年代において「シティ・ポップ」はさほど強固なジャンル概念で

6 1970 年に財団法人ヤマハ音楽振興会（1966 年発足）が設立したポピュラー音楽の専門教育機関。1983 年に「ヤマ
ハ音楽院」に改名。あらゆるジャンルの音楽指導者を育成する１年制の全寮制学校で、バンドコースとキーボード
コースがあり、楽譜にまつわるあらゆる基礎訓練を行う「ソルフェージュ」や、コード進行法、指揮法、作・編曲
などがカリキュラムに組み込まれていた（梶田・田渕 2017）。
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はなかったし、そう称されることが価値を持つわけでもなかった。大瀧詠一、細野晴臣、松
本隆、山下達郎、松任谷由実、大貫妙子といったミュージシャンや作詞家は、シティ・ポッ
プという小さな枠に収まらない、コマーシャルな同時代のポップ・スターとして認知されて
いた。そして 1990 年代以降、この語は「死語」としてしばし忘却されていく。

３－２．2000年代「シティ・ポップ・リバイバル」
３章の中盤以降では、2000 年代以降に出版されたディスク・ガイドや DJ たちの活動を通

して、「シティ・ポップ」というジャンル概念が蘇り、再定義されていく過程が描かれる。
ソメ論文では「コーパスにおいて、シティ・ポップという用語が再登場するのは 2002 年になっ
てからだ」と述べられているが、これはシンコー・ミュージック社から発売された『THE 
DIG PRESENTS DISC GUIDE SERIES ジャパニーズ・シティ・ポップ』のことである。こ
の本の監修を務めた音楽ライターの木村ユタカは、巻頭で次のように述べている。

当時使われていた“シティ・ポップ”という言葉には、“都会的な”とか“洗練された”
といった意味が含まれていましたが、今回僕はそれを、“都市生活者のための都市型
ポップス”と捉え直して、その言葉に相応しい作品ばかりを集め、時代毎に分けて提
示してみました。この 500 枚のリストをご覧になれば、はっぴいえんどの時代から脈々
と受け継がれてきた日本のシティ・ポップ史の大きな流れが俯瞰できると同時に、そ
れが 2002 年の現在も変わらず流れ続けていることがお分かり頂けると思います。（木
村 2002：2）

磯部・九龍（2014：182）らも指摘しているとおり、本書は 1970 年発売のはっぴいえんどの
1st アルバム『はっぴいえんど』に始まり、2002 年発売のトリビュート・コンピレーション
『HAPPY END PARADE』に終わるという、はっぴいえんど中心的な構成をとっている。
さらに巻末には詳細な自作のファミリー・ツリーを―主要人物は出生地まで併記して―
掲載している（図１）。つまり木村は「はっぴいえんどの歌詞に見られる東京人の心象風景
こそ、シティ・ポップの原点」（木村 2002：5）という着想のもと、シティ・ポップを「はっ
ぴいえんどを始祖とする通史的な音楽ジャンル概念」として再定義したのである。

この木村の著作と並んで重要な役割を果たしたのが、音楽ライターの金澤寿和が 2004 年
に出版したディスク・ガイド『Light Mellow 和モノ 669』である。この本も同じくはっぴい
えんどの周辺人物を中心に据えているが、こちらは「和モノ」のタイトルのとおり、より
DJ 向けにフォーカスした内容となっている。そのためはっぴいえんどというバンドそれ自
体は「ROOTS OF CITY POP」という位置付けとなっており、1970 年代の「シティ・ミュー
ジック」や 1980 年代の「シティ・ポップ」が中心的に紹介されている。その巻頭では、山
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図１　再定義された「シティ・ポップ」のファミリー・ツリー�（木村 2002：180-181）
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下達郎、大貫妙子らによって結成され、大瀧詠一がプロデューサーを務めたシュガー・ベイ
ブ『SONGS』（1975）が大きく紹介されている。

日本のクラブ・カルチャーにおいて、レア・グルーヴの一つとして邦楽をプレイする「和
モノ」の音楽実践は、2000 年代に入る頃から徐々に市民権を獲得するようになった。その
前史と言えるのが 1990 年代半ばに興隆した「渋谷系」と称される音楽的傾向で、HMV 渋
谷店ではシュガー・ベイブ『SONGS』の再発版（1994 年）がヒット商品になり、公園通り
のクラブ「DJ バー・インクスティック」ではジャンル越境的なレア・グルーヴイベントで
ある「Free Soul Underground」や、もっとも最初期の「和モノ」イベントとも考えられる「自
由に歩いて愛して」が開催されるなど、メディアと実践空間を提供する役割を果たした。ま
た ECD、MURO、スチャダラパー、クボタタケシなど、博覧強記なヒップホップのトラック・
メイカーたちによる発掘作業（ディグ）も、過去の音盤をコンテンポラリーなものとして蘇
らせていった。こうした認知度の高まりを受けて、二見裕志によるティン・パン・アレー参
加作品のコンピレーション『キャラメル・パパ 〜 PANAM SOUL IN TOKYO 〜』（1996）
が、2003 年には山下達郎直系のファンク・サウンドを志向したユニット流線形の 1st アル
バム『シティ・ミュージック』がリリースされており、2005 年頃にはのちにイルリメらと（（（さ
らうんど）））を結成する DJ CRYSTAL によるミックステープ『Made In Japan Classics』
がクラブ界隈で流通するという現象も起こっている 7。

ソメ論文にも指摘があるとおり、このようなはっぴいえんど中心的テキストが受容される
ようになった背景として、1990 年代半ばから顕在化した「はっぴいえんど神話」の存在が
ある。「渋谷系」の文脈から現れたサニーデイ・サービスやかせきさいだぁは、J-POP に象
徴されるマスな音楽文化への対抗として、さらには周囲の「渋谷系」フォロワー達に対する
差異化戦略として「はっぴいえんどを仮想的なルーツとして創出・権威化し、その系譜へ自
らを連ねることによって文化的真正性を獲得する」という戦略をとった（輪島 2004：
190）。はっぴいえんどに対するこうした真正性の高まりは 2000 年代に入ると一般的なもの
となり、ママレイド・ラグのように世代を跨いだフォロワーも現れるようになっている。木
村ユタカ 8 や金澤寿和らのディスク・ガイドが受容された背景にも、この「はっぴいえんど
神話」の浸透が深く関わっている。この「神話」は、シュガー・ベイブ、竹内まりや、大貫
妙子、加藤和彦、フリッパーズ・ギターなどの作品に多数関わった伝説的プロデューサー、
牧村憲一の個人史が広く読まれるようになった 2010 年代以降、より一般的な形で定着を見
せるようになっている（飯田 2018：207）。

7 こうした 2000 年代半ばの「和モノ」ミックステープは、それ以外にもやけのはら『Summer Gift For You』や
Mr.Melody『City Pop Mix』などが流通していた。

8 木村ユタカ自身、1990 年代当時は外資系レコード・ショップのバイヤーとして働いていた（木村 2006：161）。この
時期を経験した DJ や音楽ライターに、「渋谷系」の影響を受けている者は少なくない。また、1990 年代に「渋谷系」
の潮流の中ではっぴいえんどをサンプリングしていたラッパーのかせきさいだぁは、2012 年に『ミスターシティポッ
プ』というアルバムをリリースした。これは 2010 年代におけるシティ・ポップ再浮上のなかでも早い事例である。
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３－３．2010年代「ネオ・シティ・ポップ」
2010 年代に入ると、2011 年にリリースされた cero の 1st アルバム『WORLD RECORD』

が、「現代のシティ・ポップ」と称されるようになる（渡辺 2015：32-33）。アートワークや
歌詞が持つ「架空の街を舞台にした物語」というコンセプトや、鈴木慶一（ムーンライダー
ス）との人的・美学的な繋がり、細野晴臣が 1970 年代半ばに手掛けていた「エキゾチカ」
を志向した音楽性 9 などから、この作品は 2000 年代以降に再定義されたシティ・ポップのジャ
ンル概念に連なるものとして聴衆に認識されるようになり、cero 自身も段階的にその呼称
を受け入れていった 10。また、彼らが所属するインディー・レーベル「カクバリズム」は、
それ以外にも SAKEROCK、（（（さらうんど）））、スカートなどの作品を送り出すことによっ
て、この「ネオ・シティ・ポップ」の中核的な役割を担った 11。また、2000 年代にいち早く
シティ・ポップの再評価を行っていたクニモンド瀧口は、かつて「江口ニカ」という名義で
活動を共にしていた一十三十一の作品にプロデューサーとして参加し、『CITY DIVE』
（2012）、『THE MEMORY HOTEL』（2015）などの作品を送り出した。

こうして新たに「シティ・ポップ」を冠されたミュージシャンは、８ビートを基調にした
パンクやオルタナティブ・ロックが中心的だった日本のインディー・ロック界隈に、ソウル
や R&B のマナーに則った 16 ビートの復権 12 をもたらし、Yogee New Waves、Never 
Young Beach、Nulbarich、そして Suchmos などのミュージシャンは大型音楽フェスティバ
ルの常連へと成長していった。そして 2020 年現在も「シティ・ポップ」は、比較的好意的
なジャンル名称として有効であり続けている。

9 バンド名「cero」は“Contemporary Exotica Rock Orchestra”の略称。また 3rd アルバム『Obscure Ride』（2015）
においては、この頭文字を“Contemporary Eclectic Replica Orchestra”へ読み替える試みが行われている。

10 2015 年に行われたインタビューにおいて、cero は「自分たちの音楽がいつの間にかシティ・ポップと名付けられ
たからには、更新されたシティ・ポップってあとで定義づけられるようでないと意味ないと思って、（中略）シティ・
ポップと言われて思い付くのは、やっぱり山下達郎さん、吉田美奈子さん、南佳孝さんだったりの世界観がまずぱっ
と浮かぶから、音楽のジャンルとしての違和感があって、そうかな？って首かしげるところはあったんですよね。
でも、自分たちの街のことを歌っているからただシティ・ポップっていうそれだけのことかって、なんとなく合点
が言って、ならばそれをもう少し意識的にやって枠を広げるのは有意義なことだと思って受け入れたところはあり
ますね」（『ミュージック・マガジン』2015 年６月号，30-31。）と述べている。

11 カクバリズムに所属するソウル・バンド、思い出野郎 A チームは楽曲「Magic Number」（2017）のなかで「シティ
ポップで／行進するファシスト／ぶっとばすビート／恋人たちは踊る」と歌っている。この歌詞についてメンバー
の高橋一は「どこで切るかでダブルミーニングになる仕掛けはしてるんです。『シティポップでファシストをぶっ
とばす』とも受け取れるし。シティポップを批判してるわけではぜんぜんないんですよ。なんならこの曲がアルバ
ムのなかで一番シティポップだし。でも、自分たちが愛するそういう音楽が政治的にいやな使われ方をすることも
あるし、ディストピア的な世界にもなりうるかもというヴィジョンが僕にはちょっとあって」（オフィシャルイン
タビュー、 〈https://kakubarhythm.com/special/oyat_thatnight/〉、 2020/09/01 最終アクセス）と語っている。ここ
からは、2010 年代以降におけるシティ・ポップの「順調に過ぎる」伸長に対する、ミュージシャン側の葛藤を見出
すことができよう。

12 米国におけるホセ・ジェイムスやケンドリック・ラマーなどのジャズ色の強いラッパーの登場や、J ディラ、ディ
アンジェロをはじめとするネオ・ソウル勢への再注目は、この傾向に拍車をかけた。また、米国の自主制作コメディ
番組「ヨット・ロック（Yacht Rock）」に始まるアダルト・コンテンポラリーの復権や、フランスのハウス・ユニット、
ダフト・パンクによる『Random Access Memories』（2013）、マーク・ロンソンとブルーノ・マーズによる「Uptown 
Funk」（2015）などによる 1980 年代ディスコの同時代的な解釈もまた、シティ・ポップの再評価に影響を与えた。
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４．通史の一貫性をもたらす「語り」

４章「シティ・ポップにおけるジャンル修飾語の安定性（原題：Stable genre attributives 
of City Pop）」における指摘は、我々に興味深い事実を提供してくれる。1970 年代の「シティ・
ミュージック」と 1980 年代のオリジナル「シティ・ポップ」、そして 2010 年代の「ネオ・
シティ・ポップ」は、部分的な影響関係こそ見出されるものの、楽曲構造や音楽的要素は同
一のジャンルとは思えないほどにかけ離れている。にも関わらず、これらの楽曲を評するエ
ティックな修飾語は、40 年近い時間的断絶を経てなお共通しているのである。

これらの事象を踏まえることで、５章「結論：シティ・ポップ、系譜的『語り』と存 
在論的メディア性（原題：Conclusion：City Pop, genealogical narrative and ontological 
intermediality）」における帰結が導かれる。すなわち、現在において「シティ・ポップ」と
分類される 1970 年代から 2010 年代の楽曲は、それ自体が「シティ」的なるものの本質主義
的（essentialism）な特徴を有しているというわけではない、ということだ。むろん、今な
お時折見受けられる「東京育ちのミュージシャンの楽曲は、それがどのような形態を取ろう
とも本質的に都会的なるものが内在している」というような短絡的言説は、ほとんど与太話
の域にあると言ってよい。「シティ」なるもののジャンル的な一貫性は、音楽の内部でなく、
そのうちの部分的な要素をつなぎ合わせて一つの通史的な「語り」へと統合する、外部の
ジャーナリストや批評家たちによってはじめて形成されるのである。ソメが述べているよう
に、このような事実は間テクスト的な相互作用に基づくジャンル定義の過程における、楽曲
それ自体と強く結びついた視覚的・聴覚的記号よりも、それらを評するテキスト的記号がよ
り優位にあるということを示している。

系譜的「語り」を試みたジャーナリストたちによる一連の作業は、たいした重みもないま
ま打ち捨てられていた「シティ・ポップ」というラベルを拾い上げ、歴史的背景と文化的真
正性を新たに付与し、コンテンポラリーなジャンル概念として再生させるまでに至ったので
ある。

５．WEBプラットフォームとシティ・ポップ

６章「コーダ：西洋におけるシティ・ポップ受容（原題：Between irony and nostalgia：
City Pop in the West）」においては、海外におけるシティ・ポップ人気の高まりが説明され
ている。この現象は日本国内における 2000 年代以降のリバイバルとは無関係に、YouTube
や Soundcloud といったプラットフォームに（違法で）アップロードされたファイルが視聴
される形で形成されたものである。それは結果的に、日本国内における「シティ・ポップ」
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の文化的真正性をさらに高めることになった。
時折誤解されることがあるが、2010 〜 2012 年頃に形成されていたオリジナルのヴェイパー

ウェイヴ（Vaporwave）シーンや、その前史にあたるエコージャムズ 13（Eccojams）にシティ・
ポップが引用されていた形跡はあまりない。そこで引用されている「日本」のモチーフは、
1980 〜 90 年代の日本製家電やコマーシャル、あるいは北米圏において任天堂以上の人気を
誇っていたセガのゲーム機など、このシーンの担い手であったミレニアル世代に馴染みのあ
る文化的記号が主であった。その中心人物である Vektroid ことラモーナ・アンドラ・ザビ
エルの作品にはしばしば無意味な日本語が挿入されていたが、これも「ノスタルジーを掻き
立てる記号」の一つであった。

実際に「シティ・ポップ」とこうした英語圏のアンダーグラウンドな音楽シーンが結びつ
くのは、こうしたオリジナルのヴェイパーウェイヴが、後発のプレイヤーたちによってブ 
ギー／ファンク色の強いフューチャーファンク（Future Funk）へと派生して以降の話であ
る。その先鞭をつけたのがソメ論文中でも紹介されているミュージシャンのセイント・ペプ
シで、彼が 2013 年に公開した楽曲「Skylar Spence」では山下達郎の「LOVE TALKIN’」
（1982）がそのままサンプリングされている。また同時期にメキシコのプロデューサー、マ
クロス MACROSS 82-99 がリリースした『SAILORWAVE 14』（2013）においても、山下達
郎「メリー・ゴー・ラウンド」（1983）や大友克洋原作のアニメーション作品『AKIRA』（1988）
の台詞などが用いられていた。フューチャーファンクについてはすでに難波（2019）による
秀逸な論考が存在するため詳述は避けるが、これらは「80 年代の日本の邦楽やシティ・ポッ
プが、アートワークやサウンドにおいて日本的アニメーションやサブカルチャーの意匠をま
といつつ、フレンチ・ハウスなどの影響を受けながら、2010 年代のダンスミュージックと
して生まれ変わった音楽」（同上：202）であり、アニメのワンカットをループし続ける GIF
風クリップは視聴者に蠱惑的なノスタルジーを与える。中でも、韓国のフューチャーファン
ク・シーンの立役者である DJ のナイト・テンポ（Night Tempo）はその知識量と来日頻度
の高さから知名度が高く、2019 年には日本の６都市を巡る「昭和グルーヴ・ツアー」を成
功させるまでに至っている 15。

13 Oneohtrix Point Never 名義の活動で知られるダニエル・ロパティンが、2010 年に発表した音楽作品『Chuck 
Person’s Eccojams vol.1』で表現したサウンド・コンセプト。サンプリングによって構築された楽曲に、テンポを
極度に落とすスクリューや、偏執的なディレイ、リバーブ、ループなどの加工を行ったもの。初期のヴェイパーウェ
イヴに見られる楽曲的特徴の多くは、エコージャムズから継承されたものである（imdkm 2019）。

14 このアルバムのアートワークや曲名は、武内直子原作のアニメーション「美少女戦士セーラームーン」がモチーフ
になっている。

15 ナイト・テンポは、YouTube や SoundCloud 上に数多くのシティ・ポップのフューチャーファンク・リミックス
を発表するのみならず「ザ・昭和グルーヴ」と第した公式リエディット・アルバムを発表しており、これまでに
WINK、杏里、オメガトライブ、Babe、斉藤由貴をピックアップしている。こうした活動は、日本のシティ・ポッ
プファンの間で相対的に評価が低かった 1980 年代のデジタル・サウンドの再発見を促した。数多くのインタビュー
記事が公開されているが、もっともクリティカルな批評を行っているのは『ユリイカ』2019 年 12 月号に収録され
たものであろう。ここでは 2000 年代初頭における韓国の WEB 音楽プラットフォーム事情や、現在の J-POP を取
り巻く相対的後進性についても踏み込んで語られている。
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ソメ論文においては、竹内まりやの楽曲「プラスティック・ラブ」（1984）が YouTube
を介して海外の視聴者から注目を集めた現象も紹介されている。この楽曲はもともと竹内ま
りやの６枚目のアルバム『VARIETY』（1984）に収録されていたもので、作詞・作曲は竹
内自らが、プロデュースは山下達郎が担当している。1985 年３月には 12 インチシングルも
発売されているが、チャート１位の常連である彼女のキャリアの中では例外的に売れ行きが
芳しくなく、その後は「和モノ」の文脈における隠れた名曲として知られていた。しかし
2017 年上旬、「SWEETEST MUSIC」（1980）のシングル盤アートワークに差し替えられた
この楽曲が YouTube 上へアップロードされると、Reddit や 4chan といった英語圏コミュニ
ティで話題となり、再生回数が上昇し始める。さらに 2018 年の上旬から、YouTube の AI
アルゴリズムの関係で、何を再生しても「プラスティック・ラブ」が関連動画に表示される、
という現象が発生した。この頃から「プラスティック・ラブ」はシティ・ポップのアンセム
として認識されるようになり、多数のカヴァーやマッシュアップ、コラージュを生み出した。
その後複数回の削除と再アップロードを経て、YouTube 上のオリジナル「プラスティック・
ラブ」は同一音源の動画２つの合計で 6000 万回以上の再生回数を記録するまでになってい
る（2020 年７月現在）。

WEB プラットフォームの偶然にも助けられながら、シティ・ポップは思わぬ形で海外に
おける知名度を獲得した。しかし、こうした現象を「日本の洗練された音楽が、ついに海外
でも正当に評価された」と単に理解するべきではない。ソメ論文に引用されているヴァン・
パウガムのインタビューでも述べられているとおり、そこにはノスタルジア的な心情が深く
横たわっている。ここで想像されている「日本」とは、我々がいま生きている

0 0 0 0 0 0 0

この国という
よりも、いまや遠い歴史の１ページとなってしまった「ジャパン・アズ・ナンバーワン」の、
豊かで満ち足りた虚構的なイメージであろう。むろん、その虚構性の中から新時代を切り開
くプロダクトが現れる可能性もまた、十分すぎるほど存在するのだが。

６．今後の「シティ・ポップ」研究展望

ここまで、モーリッツ・ソメの論文構成に則し、それを補足する形で「シティ・ポップ」
を取り巻く歴史や言説、現象を概観してきた。シティ・ポップについて論ずる機会が飛躍的
に増えている現在、この論文は信頼するに足る重要なレファレンスとして、今後とも参照さ
れ続けてゆくだろう。

本稿を終える前に、ソメ論文で扱われなかったトピックについて紹介しておきたい。2000
年代には「はっぴいえんどの系譜」として再定義されたシティ・ポップだが、近年では
1980 年代的な音作りに対する評価の高まりや、「系譜」を重視しない海外リスナーの人気に
後押しされる形で、松原みき、菊池桃子、杏里、亜蘭知子といった女性アイドルや、林哲司、
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新川博、清水信之、鷺巣詩郎といったプロデューサーたちにも注目が集まるようになってい
る。こうした人々ははっぴいえんどを祖とするファミリー・ツリーにおいては枝葉の部分に
追いやられることが多かったが、今後はさらなる見直しが進んでいくだろう。また、同様に
大村雅朗、松下誠、松原正樹、向谷実（カシオペア）、メルティング・ポットなどを輩出し
たヤマハ・ネム音楽院や、林哲司、大橋純子、佐藤健などがキャリアをスタートさせたヤマ
ハ音楽振興会、あるいはヤマハが主宰していたポプコンや East West などのコンテストと
の関連性についても、より一層の調査が為されることを期待したい。

また矢野（2018）が指摘しているように、ネオ・シティ・ポップと称されるアーティスト
が描写する「シティ」のイメージは、フィクショナルな摩天楼やリゾートの情景というより
も、よりローカルな生活圏としての「都市」へ根ざしたものになっている。西東京で活動す
るceroだけでなく、神奈川県をホームとするSuchmosやLUCKY TAPES、大阪在住のユニッ
ト Avec Avec、石川県金沢市に店舗を構えるラリー・レーベルなど、ネオ・シティ・ポッ
プと称される現在のミュージシャンやレーベルの一部は東京都心ではなく、より周縁から
「シティ」を描こうと試みる。そういった点においてエポックメイキングだったのは、現在
も神戸のニュータウンを拠点に活動を続ける tofubeats だろう。彼が 2012 年にリリースし
た「水星」は、テン年代のアンセムとしてこれまでに膨大なカヴァーやリミックスを生んで
きた。tofubeats の作品を初期から数多くリリースしているネットレーベル「マルチネ・レコー
ズ」とシティ・ポップとの共振については日高（2017）に詳しいが、WEB プラットフォー
ムを発信源として「都市」を描写しようとする逆説的なそのスタンスは、島根県出雲市在住
のヴェイパーウェイヴ愛好家、捨てアカウントが運営するレーベル「ローカル・ヴィジョン
ズ」などへ発展的に継承されているように映る。こうした「シティ」像の変遷についても、
歌詞やアートワーク、周辺テキストなどを介した間メディア的な読解が可能であろう。

終わりに、2003 年生まれのフィンガー・ドラマーである SASUKE が 2019 年に発表した
楽曲「J-POP は終わらない」を紹介しておきたい。渡邉直が監督したこの楽曲の MV には、
「シティハンター」や「気まぐれオレンジ☆ロード」といった 80 年代のアニメーションを
思わせるカット、擦り切れた VHS テープを思わせるグリッチ・ノイズ、PC-98 を描いたチー
プな 3DCG など、シティ・ポップやヴェイパーウェイヴを想起させる演出がいくつも盛り
込まれている。この４つ打ちを基調にしたフィルター・ハウス的ポップスに、SASUKE は
次のようなコメントを寄せている。

80 年代から 90 年代はじめの日本のポップスの感じが好きなので、今のポップスから
その感じが無くなってしまったら悲しいなぁと思っていました。最近の邦楽の多くは
海外の音楽に影響され過ぎてるような気がしていて。今までの日本の音楽の良い部分
を吸収しながら再構築していって良いものを作れるんじゃないか、と思って作った曲
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です！（『SASUKE、1980 〜 90 年代の懐かしさ感じられる「J-POP は終わらない」
MV』「音楽ナタリー」〈https://natalie.mu/music/news/342715〉2020 年 7 月 1 日最
終閲覧。）

だが烏賀陽（2005：11）などが指摘しているとおり、J-POP という語はもともと 1988 年
に開局した「洋楽しか流さない FM 局」である J-WAVE において「例外的に放送される邦
楽」を指すための呼称であったはずである。よって、その基準も「世界と肩を並べる日本の
ポピュラー音楽」というファンタジーを満たすような、洋楽により近いサウンドでなければ
ならなかった。それは、「あらゆる『アメリカ的』なるものに執着」していたとソメが評し
ているシティ・ポップについても同様のことが言えるだろう。にも関わらず、ここでは
J-POP という用語が「海外の音楽に影響されていない」ジャンル名として、それもヴェイパー
ウェイヴやフューチャーファンクを経由したシティ・ポップ理解に対応する形で用いられて
いる 16。これは YouTube などが可能にした歴史並列的な音楽聴取の、もっともラディカルな
一例であるといってよい。しかし、その楽曲的・テキスト的な「ラディカルさ」を踏まえた
とき、その歌詞はよりいっそう痛切な響きを持つ。この楽曲のサビは以下のようなものだ。

日本＝ J-POP ／まだ続くイメージ
日本人は／まだ終わらない
栄光を捨て去って黙っていても
つまらない

わずか 16 歳の才能あふれたトラックメイカーが、なぜ「まだ
0 0

終わらない」と歌うのか。「続
く」ように願われているのはどのようなイメージなのか。「栄光を捨て去っ」た人々は、ほ
んとうに沈黙しているだけなのだろうか。無批判のままシティ・ポップの甘いノスタルジー
へ耽溺するその前に、彼の声へ耳を傾ける必要性があるような気がしてならない。
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<Review Paper> What makes City Pop, City Pop?
― The Current State and Prospects of City Pop Studies ―

KATO Ken

This essay aims to provide additional information and further discussion for Moritz 
Sommet’s “Intermediality and the discursive construction of popular music genres：the case  
of ‘Japanese City Pop,’” which I translated into Japanese. The concept of City Pop, which 
emerged in the 1980s as mere a commercial catchphrase, has been recontextualized since 
the 2000s as if it could be traced back to the legendary Japanese rock band HAPPY END. 
This revival is due not so much to the City Pop musicians themselves as to substantial  
contributions of music writers who produced exhaustive disc guides on the genre and DJs 
who rediscovered and organized old recordings.

Through this process, “City Pop” has been resurrected as a culturally authentic name 
for the genre. Today in Japan, secondhand vinyl records produced by those who were re-
ferred to as “City Pop” musicians are now fetching high prices, while “Neo City Pop” bands 
such as cero and Suchmos are also gaining popularity with the public and recognition from 
critics. Furthermore, in recent years, City Pop has attracted international listeners through 
YouTube and has been forming a stronger connection with Future Funk, which is an Inter-
net-based dance music scene derived from Vaporwave.

Finally, this essay presents further research possibilities for City Pop in light of Som-
met’s paper.
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同人音楽におけるCDの役割
―�対人関係を媒介する嗜好品としての音楽�―

序論

音楽を制作、流通、消費する技術の発展は、音楽の社会における意味や、生産／消費の関
係にも影響を与えてきた。とりわけ演奏を録音・再生する技術は蓄音機を発端とし、1920
年代の SP レコード、1940 年代の LP レコード、1980 年代の CD と進化を遂げてきた。デジ
タル化した音楽は、例えばクラブミュージックやダンスミュージックのライブシーンにおい
て既存の曲のデータを切り取り、組み合わせるサンプリングの手法で、それは DJ の手によ
りクラブにいる聴衆とのコミュニケーションを図る中で、新しい音楽に生まれかわる 1。音楽
制作周辺のハードウェア、ソフトウェアの高性能化と低価格化は、容易で手軽な音楽制作環
境を実践者に提供した。

さらに音楽のデジタル化は、流通の仕方も変容させた。データ化により、音楽は様々なデ
ジタル機器で再生出来、同時に、インターネットを通じて場所を問わずに送受信が可能となっ
た 2。日本国内における音楽コンテンツ産業のパッケージ市場は 1990 年代末より縮小傾向に
あるが 3、それは、しばしばインターネットを通じた音楽配信事業の成長 4 や、デジタル・コピー
の議論（増田・谷口：2005）の中で言及されてきた。YouTube に代表される動画共有サー
ビスは、それまで消費者だった実践者が、自由な発表の場を与えられたことで生産者となり、
個人的なレベルで音楽を流通させることを可能にした。このような状況で成立した例の一つ
として、本論文では「同人音楽」という実践を取り上げる。

同人音楽は一般的な音楽産業とは切り離されたシーンで、独自のコミュニティを形成して
いる。「同人音楽」とはオタク系文化において同じ趣味を持つ者たちによって作り聴かれる
音楽であり、「自分の表現したいものを、心が命じるままに表現できる（しなければならな

1 第４章でも触れるが、ライブ文化とディスク文化については、例えばサラ・ソーントンがそれぞれの文化における
音楽の真正性について議論を行っている。

2 音響メディアに関しては、増田、谷口（2005）や、谷口、中川、福田（2015）が詳細な研究を行っている。
3 CD などの音楽ソフト総生産額は 1998 年の 6074 億円をピークとして減少傾向である。2019 年は 2291 億円だった。
4 日本レコード協会が発表した 2020 年第１四半期（１月〜３月）の音楽配信売上実績によると、この期間の音楽配

信売上は 187 億 5600 万円で対前年比 112％と伸長している。

藤　下　由香里
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い）のが同人」（井手口 2012：55）という信念からも明らかなように、作品には個人の嗜好
が大いに反映される。そのため、作品は商業的市場ではなく、より個人の嗜好性を共有でき
る同人イベントでの対面的な頒布が多い。同人音楽サークルは、CD を作品発表の主たる媒
体として活用しながら、その数は年々増加の傾向を辿り、コミュニティ内では、CD が音楽
を聴くための器としてだけでなく、そのもの自体が入念に計画され、マルチメディア的作品
として愛着の対象となっている。つまり、同人音楽シーンにおいて CD は、一種の嗜好品と
して存在しているとも言える。また、技術的環境が向上したとしても、このような CD での
表現が保持されている同人音楽は、一見すると音楽産業が辿る道程と逆行しているようにも
思われる。単なる技術決定論では説明ができないこの状況は、同人音楽を取り巻く文化的／
社会的背景を踏まえたうえでの検証が必要である。

本論では、こうした、一見矛盾した状況を理解するために、音楽およびそのパッケージを
「嗜好品」という観点を導入して分析したい。利益の追求はせずに、個人の趣味・主義・主
張を大いに反映させる同人たちの作品は、まさに個人の嗜好性をダイレクトに示すものであ
る。加えて、それらの作品は、作品そのものを楽しむ他に、その作品が流通する過程におい
て作り手と受け手の間を取り持つような役割を持つ。したがって、「嗜好品」が持つ様々な
機能性や効能についての議論を援用することで、同人作品を取り巻く「楽しみ」を多角的に
分析することが可能であると考える。本論では、同人作品の中でも同人音楽について論じる
が、同人音楽シーンはコミックマーケットからの連続性を持ち合わせて成立し、同時期の音
楽制作の技術的発展と相まって CD が作品発表の媒体となったことが特に重要である。パッ
ケージ化された音楽は、おしなべて嗜好品としての性格を持つが、同人音楽の場合は、その
特殊な流通環境とも相まって、一般的な商業 CD とは嗜好品としての性質が異なっていると
考えられる。CD を取り巻く産業の衰退による過去の遺物になりつつあるという文脈で語ら
れがちな現在の音楽 CD であるが、このような同人たちが活動する、ある意味閉鎖的空間で
は今なお利用され続けているという事実を、「嗜好品」というキーワードを手掛かりとする
ことで、一般産業／同人それぞれの CD が持つ性質の相違点も明らかに出来るであろう。

本論文では、まず第１章で（同人）音楽を嗜好品として捉える際の射程について考察する。
繰り返しになるが、同人音楽は、一般的な音楽産業とはある程度切り離されたシーン（同人
イベント）に多く存在する。そこでは、自身の嗜好を大いに反映したような、いわば愛着の
対象物である作品が頒布される。参加目的が作品の売買に限らず、参加者同士の社交も参加
の意義とされる同人音楽は、遊びと楽しみをはらむものとして、専門的・職業的な製作者
と、マスな受容者が分離される一般的なポピュラー音楽と比べて、より嗜好品的属性が強い
と考える。本章では、小川博司の論に加え、嗜好品が対人関係を円滑化する機能を持ち合わ
せているという点に着目する。第２章では、同人たちが即売会で重視する対人関係の形成に
関するイデオロギーが、どのような歴史を経て形態化されたのかについて詳述する。第３章
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では、CD とそれ以外のメディアを利用した同人アーティストの作品を取り上げ、その特徴
を述べるとともに、作り手、聴き手がそれぞれの作品を「所有」することについてどのよう
な問題意識を感じているか明らかにする。第４章では、「所有」をめぐる議論を参照しつつ、
同人音楽 CD は「所有」することで制作者、聴き手に何をもたらすのかについて考察する。
以上を元に、同人音楽シーンにおける CD がどのような役割を担い、それがどのような嗜好
品的性質を持ち合わせるのかについて考察する。前述のように、同人音楽は、採算を度外視
し、作者と聴き手の社交を目的とした、ある種の娯楽で溢れる環境でやり取りされる側面を
持つ。娯楽に満ちる音楽を収録した CD を、遊びと楽しみをはらむ嗜好品として捉えること
で、対人関係の形成という、音楽を収録するための容れ物という機能には留まらない CD の
側面を明らかにできると考える。

第１章　嗜好品としての音楽

本章では（同人）音楽を嗜好品と捉えた時に、どのような点に着目すべきかを検討する。
同人音楽は、制作者が表現したいものを心が命じるまま表現しているという意味では、遊

びや楽しみを重視した音楽といえ、非常に嗜好品的だと考えられる。しかし音楽は非実在的
で「品」ではない。そのため、まず音楽を嗜好品と捉える際の要点を整理する必要がある。
また、嗜好品はそれそのものを摂取し・楽しむというタバコや酒などから想起される一般的
な意味合い以外にも、人間にとって様々な効能を発揮する。そのような嗜好品のより幅広い
機能に着目することで、単なるパッケージ化されたものとしての音楽という範疇を超えた、
同人音楽の新たな側面を明らかにすることができるはずである。

［１］音楽は嗜好品なのか
嗜好品とは「栄養摂取を目的とせず、香味や刺激を得るための飲食物」であり、「遊びと

楽しみの要素をはらむ飲食物」（高田ａ 2008：２‒３）である。しかしながら音楽は非嚥下・
非経口であり、それ自体を嗜好「品」とすることは難しい。そのため小川博司は音楽が嗜好
品となりうるためには三つの条件が必要だと述べる。即ち、「１、音楽が他の身体運動から
切り離されて、音楽のみが取り出されて経験されること」、「２、音楽が持ち運びできる『品』
になること」、「３、個人が自らの心身の状態をコントロールするために、音楽を用いること」
である（小川 2008：122）。このような小川による見解を踏まえると、打算的・経済的な心
配なしに、自由気ままに制作者自身が好む音楽が、音楽 CD やデジタル化したデータとして
自立したメディアに乗せられて頒布されるという意味では、同人音楽も嗜好品と捉えること
は可能であろう。
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［２］対人関係を円滑にする嗜好品
「同人音楽」を嗜好品として捉える際、小川による条件に加え、嗜好品が「対人関係」を

円滑にする機能をも有することにも着目したい。音楽も含めた現代の同人たちの多くが、同
人誌即売会での対面的な作品頒布を主たる目的として活動をしているからである。

酒やコーヒー、茶などの飲食物は、人間の心身に微妙に作用し緊張を緩めるとともに、人
と人との出会いを媒介してきた（高田ａ 2008：５）。それらの飲食物は、資本主義社会の生
成と隆盛の中での贅沢品として扱われる以前より、対人関係を円滑にし、社交を楽しむもの
としての機能も含有していた。例えば日本における花見は、江戸時代の中期には身分の違い
を超え、各階層にわたって共通する娯楽へと変化した。集団の中での「飲食」は、個人と集
団の間の溝を埋め、「共同の幸福」を生み出すきっかけをもたらした（白幡 2003）。飲酒の
文化は近代以前の村落社会から、それに代わる企業社会の中で、互いに「一つ心」につなが
ることを目指した（高田ｂ 2008：36）。また、飲食物以外でも「ケータイ」も年齢・性別に
捉われず「趣縁」形成力を持ち、途切れなく携帯されるバーチャルな紐帯そのものがリアル
な日常生活と地続きになることで、対人関係がそのつど親密にも疎遠にもなりうる。その両
義性の点でケータイは嗜好品以上の力を持つ（藤本 2008：129）。この対人関係に働きかけ
るという性質は、嗜好品のきわめて重要な特徴のひとつである。

趣味・嗜好を持つ同士である「同人」たちも同人作品を制作・頒布することで、対人関係
を構築してきた。現代日本のオタク系文化において、同人イベントでの同人作品の作り手
は、同じ会場内で同じ活動を行う者を同じ集団の成員として肯定的に評価し、同じ目標を共
有し、集団の文化に同調する。結果、制作者は共同目標に動機づけられ、積極的に同人作品
制作に関わることとなり、同人活動それ自体も再生産されていく（七邊 2005：401-402）。

以上のように、モノが飲食など自発的（あるいは能動的）行為と結びつく時に、対人関係
も同時に形成されるということも、（同人）音楽を嗜好品と捉える際に小川が述べた三つの
条件に加えて検討を行う必要がある。

次章では、モノを媒介に対人関係を形成するということを手がかりにしながら、同人音楽
を取り巻く文化的背景を見ていく。

第２章　同人音楽及び同人音楽を取り巻く文化的背景の概要

本章では、まずオタク系同人文化の直接的な起源であり、今なお文化の中心となっている
マンガ同人での創作活動の特性を叙述した後に、同人音楽の概要を示し、オタク系同人文化
における音系同人活動の位置付けについて論じる。
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［１］コミックマーケット開催までのマンガ同人の活動
「同人」とは、もとは文芸の分野における著述の発表機関が始まりであり、特に大正末期

から昭和初期にかけては小説、短歌などの同人雑誌が多く登場した。そのような同人雑誌の
先駆けとして発行されたのが『我楽多文庫』である。尾崎紅葉、山田美妙、石橋思案、丸岡
九華らによって発足された「硯友社」から明治 18 年５月に発行された『我楽多文庫』は、
和歌、俳句、小説、都々逸、端唄などを集めた回覧雑誌であった。『我楽多文庫』は「はじ
めはたんなる道楽の雑誌で」、「だれ一人、ここから作家として出ようという気持ちはぜんぜ
んな」く（福田 1966：49）、20 人程度のグループの中で回覧されていただけであったが、会
員が増えるにつれ、印刷非売本として、そして一般にも売り出す公売本としてその発行形態
を変えていき、それと並行するかたちで、同人たちも作家を志すようになっていった。

第二次世界大戦後は、同人雑誌は文学愛好者のたまり場として、職業作家への道を目指す
といった性格のものに変質することとなる。

プロフェッショナルへの登竜門としての文芸同人に対して、マンガ同人は次第に社交を重
んじた場での活動へとシフトする。これが現代のオタク系同人文化の直接の起源となる。

マンガ同人誌が多く創作されるようになったきっかけは、1947 年創刊の『漫画少年 5』によ
るものである。『漫画少年』には漫画の投稿欄 6 が設けられており、精力的に新人の発掘や指
導が行われていた。その後、1967 年に創刊された『COM 7』は、マンガ作品を「読者のため」
ではなく、「自己表現の手段」として扱ったことで、マンガ作品の新たな可能性を示した。
『COM』は、読者によるマンガ投稿欄で、採点表付の投稿マンガを掲載し、マンガ家の発
掘を行う一方、同時に、『漫画少年』時代にはなかった試みとして、全国的な規模で同人誌
組織を作り、マンガ同人の交流の場も設けた。同人活動を作り手の「作品発表の場」、そし
て作り手同士の「つながりの場」としたことが『COM』の成果といえるだろう 8。

［２］コミックマーケットの誕生
現在、日本国内最大の同人イベントとされているのが、コミックマーケットである 9。同人

音楽はコミックマーケットの機能を基礎としたシーンで成立し、現在に至る。そのような意
味でも重要な場所である。

5 1947 年の 12 月に学童社より創刊されたマンガ雑誌。充実した投稿欄と新人マンガ家発掘と育成の志は後述する雑
誌『COM』へ引き継がれることとなる。

6 創刊当時は「漫画大学」という表題で手塚治虫が担当していた（のちに担当が寺田ヒロオに変更され、「漫画つう
しんぼ」となる）。赤塚不二夫や石ノ森章太郎、藤子・Ｆ・不二雄の漫画家をはじめ、筒井康隆や篠山紀信など現
在漫画以外の分野で活躍する者も当雑誌へ作品を投稿していた。

7 1966 年に虫プロ商事（1973 年に倒産）より創刊されたマンガ雑誌。手塚治虫や石ノ森章太郎が作品を連載していた。
8 『COM』にはマンガ作品の他、マンガ評論やマンガに関する情報記事が掲載されており、マンガの文化的側面を見

る視点も含有されていた。
9 １回目にあたる「コミックマーケット１」（1975 年）は、東京都港区虎ノ門の日本消防会館会議室で行われた。参加サー

クルは 32、来場者は約 700 人であった。2019 年 12 月 28 日〜 31 日に開催された「コミックマーケット 97」では、
東京国際展示場（東京ビッグサイト）全館を会場とし、４日間で約 32,000 のサークルが参加し、約 75 万人の来場
者を数えた。
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1970 年代初頭におけるマンガ同人サークルの活動実態は、ほとんどがサークルの会員同
士の文通や会誌の作成にとどまり、「純粋にまんがを描く、本を作る喜び」（猪飼 2000：
23）によって同人誌は創作されていた。

1972 年に第一回目が開催された「日本漫画大会 10」では、マンガ家の講演やアニメの上映
が行われていたが、それらの企画に交じり、ファンジン・ブースというコーナーで同人誌の
売買が行われ、そこに新たな同人誌の読者、すなわち純粋に同人誌を読むためだけの読者が
生まれたのである。

コミックマーケットは、「日本漫画大会」の中のファンジン・ブース（同人誌即売会）を
基準とし、プロを呼んだり、力を借りたりすることはせず、ファンをメインとした企画を入
れ、ファンによるファンのためのイベントを創出しようとした 11。主宰者側は「場の確保と、
連絡、宣伝といった本当に機能的な部分のみ」（コミックマーケット準備会 2005：32）を受
け持つのみにとどまり、主体となるのはコミックマーケットに参加するマンガサークルや一
般のマンガファンとなる。その各々が発行する「同人誌」（もしくはサークルの「会誌」）を
媒体としてマンガファンのコミュニティが成立すること、それがコミックマーケットが望む
同人イベントの姿だった。

コミックマーケットは以上の経緯で形成された。扱われるコンテンツも、マンガやアニメ
の同人誌のみならず、小説や評論といった文学系同人誌、ゲーム、音楽、映像作品、手作り
の人形やアクセサリーといった雑貨など多種多様なものが同じ場に並ぶようになっている。
第一回目の開催から現在に至るまで、コミックマーケットを取り巻く環境や状況は変化した
が、その場で形成されているコミュニティの特性は現在まで受け継がれていると言える。す
なわち、①同人誌という活動の成果を客観的に指し示すメディアを通じた「ファン同志の交
歓」と、②コミュニティの根底にある「マーケットとしての機能」（コミックマーケット準
備会 2005：32）は、コミックマーケットという「場」を形成するコミュニティの特徴点で
あり基本的要素といえる。

戦後まで師匠と弟子という関係で成立していたマンガ家であったが、1947 年創刊の『漫
画少年』によって設けられた読者による投稿欄を発端に、アマチュアマンガ家の発表の場の
裾野が広がり、また、投稿をきっかけにプロデビューをする者が現れた。その一方で、「マ
ンガ同人誌」大半は、同人誌を発行するサークル内での需要に留まっていた。そのような状
況に登場した作り手の「作品発表の場」、そして作り手同士の「つながりの場」としての同

10 第１回日本漫画大会は 1972 年７月 29 〜 30 日に開催された。主催は漫画大会運営委員会。会場は四谷公会堂。ア
メリカのコミック・コンベンション形式を踏襲した大会で、内容は討論会、ファングループ紹介、原稿展示、グルー
プ誌展示、アニメーション上映、古書・ファンジン即売、オークション、宝くじ、作家との交流等であった。

11 1975 年 12 月 21 日に開催された第１回目のコミックマーケットの参加サークルは 32 サークルであり、同人誌即売
会のみの開催では時間が余ってしまうことが予想された。そこで簡易アニメの上映会や、懐かしいマンガの主題歌
を歌う「懐漫合唱大会」、赤字救済宝くじ、まんが古本の叩き売りが企画された。第２回目には女子大学のマンガ
研究会による喫茶ルームや、同人サークルが企画したマンガ家の原画展も開かれている。
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人コミュニティの形成とその在り方は、コミックマーケットに受け継がれた。『COM』のコ
ミュニティは、作り手同士に限られていたが、コミックマーケットのコミュニティには作り
手あるいは読み手としてのファンがはっきりと存在しており、同人作品を通じて、互いに楽
しみを分かち合うという側面と、同人誌の売買というマーケットの機能性が形成されている。

同人音楽はこのコミックマーケットでの活動の在り方を継承している。即ち、プロフェッ
ショナルへの登竜門としてサークル活動を行うわけではなく、ファンとの直接的なやり取り
を重視した作品頒布活動を行うこと、それ自体を目的としている 12。

［３］同人音楽について
オタク系文化において、「音」や「音楽」を表現手段とする同人活動を「音系同人」、その

活動によって生み出される音楽を「同人音楽」と呼ぶ。音や音楽を素材とし制作された同人
作品は、代表的音系同人イベントである「M3 13」立ち上げの中心メンバーだった寺西慶祐に
よれば、少なくとも 1980 年代の前半には購入できたという 14（井手口 2012：153）。1988 年
頃よりコミックマーケットでその存在が顕著となったパソコンサークルは成人男性を対象と
するような美少女のグラフィックを作成したものや、美少女ゲーム（ギャルゲー）を自主制
作し、その需要とも相まって自主制作ゲーム音楽の BGM 集を頒布するサークルも登場し、
音系の同人サークルは徐々にその数を増やしていくこととなる。

1990 年代中頃より、コミックマーケットでは「ギャルゲーブーム 15」が訪れ、渦中の同人
作品の中には音系同人音楽作品も含まれていた。手法としては、ブームの渦中にあったゲー
ムの音楽をアレンジするというものであり、現在の同人音楽の主流の一つである「アレンジ
系」の元となったムーブメントであった。

同人音楽が成立するにあたり重要だったのがそれを取り巻く技術的な環境である。特に
1980 年代頃から 1990 年代中頃にかけて、音系同人たちは音楽制作技術を模索しながら活動
をしていた。同人音楽制作は主に「録音可能な CD」と「DTM 16」に特に深く結びついている。

録音可能な CD の普及は、同人音楽シーンが拡大する時期とおおよそ重複している。CD

12 もちろん同人音楽シーンからプロデビューを果たす者もいる。特筆すべきなのは、プロでの活動を行いながら同時
に同人音楽活動も行う者も多いということである。同人→プロという一方向ではなく、同人⇔プロという形で往還
している点が重要である。

13 「Music Media Mix」の略称。1998 年より開始した音系オンリーの同人イベント。基本的に春と秋の年２回開催。
M3 の参加申込数は 2008 年頃で 500 サークルを超え、「M3-2017 秋」では、参加申込みが 1,600 に迫る数だった。（「音
系・メディアミックス同人即売会『M3』公式 twitter」https://twitter.com/m3doujin/status/880793898280288256 
2020 年７月 11 日最終アクセス）

14 TV ニュースやアニメなどの音楽やセリフなどの音素材を自由に組み合わせ、カセットテープに収録したようなコ
ラージュ系の作品やソフトウェア音源などを利用した打ち込み系、さらには作り手が演じた劇の音声をカセット
テープに録音した音響劇やボイスドラマなどがあった。

15 コミックマーケット準備会から発表された資料（「コミックマーケットとは何か」）に、1996 年〜 1999 年当時のブー
ムとして「『ギャルゲー』大ブーム」の記述がある。

16 Desk Top Music の略称。この語は和製英語である。1989 年に日本のローランド社がシーケンサーソフトと音源モ
ジュールを同梱したパッケージ製品「ミュージくん」を発売する際に、告知文に「DESKTOP MUSIC SYSTEM」
という表現を用いられたのがはじまりとされている。
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は 1980 年に規格化、1982 年に生産が開始された。発売後５年で LP レコードと世代交代し、
併行して、読み出し専用メモリとして利用するためのコンピュータ周辺メモリとして CD-
ROM、および画像、データ、音声を記録する CD-I、ビデオ CD などの新しい商品群も開発
された。1988 年には太陽誘電が CD-R を商品化し、その後、1990 年代後半に価格の低下に
より一般的な普及が始まった。ギャルゲーブームの時期と重複するかたちで、1995 年に
Windows95 が発売となり、1996 年にはパソコン用の CD-R ドライブが商品化される。

DTM は、音符の演奏情報などを管理しているパソコンで制作・演奏する制作行為である。
1982 年に MIDI 17 が登場して以降、いわゆる「打ち込み」の音楽が家庭でも容易に制作でき
るようになった。現在は楽器の生演奏や歌声を録音したオーディオデータが使用されること
もある。現在でも DTM は多くの同人音楽サークルが何らかの形で利用している 18。

このように同人音楽はパソコン周辺の技術環境の発展と密接に関わっている。高性能化し
た技術は音楽の制作を容易にさせ、聴き手へ届けるプロセスも形成しやすくなった。結 
果、音系同人活動をより促進することにも繋がったのである。この時期に同人音楽の制作・
頒布スタイルがある程度確立されたことは重要である。なぜなら、同人音楽シーンにおいて、
現在も頒布媒体として主流である CD というモノに依拠する文化の成立を意味するからで 
ある。

1980 年代前半、この頃から同人イベントに音系同人が存在しており、様々な音素材を繋
ぎ合わせ、カセットテープに吹き込んだ MAD テープ 19 や、インターフェースを自作し、そ
の音を打ち込んだ音楽作品、SF 系ボイスドラマなどを頒布していた。この時代に先立つ
1970 年代、日本では「生録」ブームが巻き起こっていた。ラジカセなどを使い、あらゆる
種類の生の音を自分自身で録音しようとする「生録」ブームは、MAD テープのような作品
が存在していることからも、同人作品にも少なからず影響を与えていたと考えられる。

「MAD テープ」という名前の起源は 1975 年頃とされ、大阪芸術大学の漫画・アニメーショ
ン研究会グループ「CAS」のメンバーが、アニメソングや特撮ソングをギターでメドレー
弾きしていた時に、他の歌と混ざってしまうことがあったことから、実際にそれらの音源を
繋いでみようという試みから始まった。このような MAD テープはメンバーが他大学の漫画
研究会へ赴く際の手みやげとして持参したり、「舞映（MY DREAM PRODUCT）20」という

17 Musical Instruments Digital Interface の略称。1982 年に作られた統一規格で、パソコンや電子楽器の間で演奏情
報をやり取りするためのプロトコル。

18 同人イベントで頒布される CD は、業者委託で制作するプレス CD や、制作者自身が自宅で録音する手焼き CD-R
などで制作されている。価格設定は各サークルに委ねられているが、おおよそ CD１枚につき、1,000 円前後である
ことが多い。サークル活動の宣伝と銘打って無料で配布されていることもしばしば見受けられる。

19 例えば、NHK のニュースを一日中録音し、それらの言葉を入れ替えて編集したものなどがあった。（相川 2012：134-135）
20 1977 年に「MY DREAM PRODUCT」の名称で活動を開始。インディーズ・ムービー（自主映画）製作から自費

制作誌（同人誌）発行、ドラマカセットの制作など様々なジャンルに渡る活動を行っている。1982 年からは、漢字
表記の「舞映」も併用（「舞映映像館」http://home.v07.itscom.net/maieijcc/MO00.HTM ※ 2020 年７月 11 日最終
アクセス）。舞映は、「NEW MAD TAPE」というシリーズを 1970 年代後半から 1980 年代後半までの期間に全９
巻発表している。それらは 46 分カセットテープに収録されていた。
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サークルによって、同人誌即売会に持ち込まれたりしたことにより、徐々に世に広まり出し
たという 21。「舞映（MY DREAM PRODUCT）」の Web サイトには、「MAD 本来の目的は
個人が自分の楽しめるようにお好み曲をカスタマイズする」という文言が掲載されている。
そのような楽しみの元で作られていた MAD テープは、徐々にパロディの要素を帯びたもの
となった（山本 2008：10）。

アマチュアのレベルでカセットテープを個人の好みに合わせて編集するというのは、おそ
らく「生録」ブームが発端だと考えられる。しかしながら、創造性という視点では、「生録」
文化と同人文化で求めるベクトルが異なる。「生録」は、「マイクロフォンが無差別に拾う雑
音のなかから、録音家自身が目標とする音を見つけだすこと」に創作の楽しみを感じていた
という（金子 2017：100-101）。時にはテープ編集も行われるが、前提とされているのは現
実の世界である。一方、同人たちは、現実世界に依拠しない、よりファンタジー性が求めら
れる創造物を作り出していた。

次章で詳述する bermei.inazawa22 は、小学６年生の時に MSX23 を使ったプログラミングを
行う中で楽曲制作を始めたという。作曲手段として DTM を選んだ理由として、bermei.
inazawa は、「やはり一人で色んな音が出せるから」だと語っている（bermei.inazawa 
2015：６‒７）。また、「M3」立ち上げの中心メンバーであり、同人音楽サークル「不気味社」
でも活動している寺西氏によれば、「不気味社」で 1990 年に CD-R を使用する以前は、音
楽を複製して作品として頒布するためのメディアは、カセットテープしかなかったと語る。
CD-R にしても 1990 年当時は、音楽を「焼く」ための機器は個人レベルで所有するもので
はなく、またその新しい技術の導入自体に慎重になる者もいた。そのような中で、新しい技
術の意義を理解した者が CD-R を順次導入し、その後環境が整った時に「突然利用者が増
える時期がきた」のだという（寺西 2012：157-158）。このような同人たちの活動を辿ると、
技術環境の発展と共に歩む中で、全ての制作をデジタルで完結できるマルチな技術力と、機
械的知識を持ち、常に新しい技術への可能性を探究し続けた者たちが同人音楽黎明期を支え
ていたといえる 24。

21 舞映（MY DREAM PRODUCT）ホームページより、「MAD 館〜 MAD とは？〜」（http://home.v07.itscom.net/
maieijcc/MAD01.htm）及び「MAD の部屋」（http://www.asahi-net.or.jp/~qc4m-nkt/mad_tape/mad_tape.html）
を参照。（いずれも 2020 年７月 11 日最終アクセス）このような作品頒布の方法は、1970 年代のマンガ同人サーク
ルの活動とも非常に似通っており、これは、音系同人がマンガ同人の系統に属するものであることを示すだろう。

22 1979 年生まれ。1995 年に同人音楽を知り、1998 年に同人デビュー。2000 年にサークル「Campanella」を立ち上げ、
第１作目の同人 CD をリリース。近年は同人・商業問わず精力的に活動を行う男性のクリエーターである。

23 1983 年にマイクロソフトとアスキーにより提唱されたパーソナルコンピューターの共通規格。
24 これは当時の音系同人活動というものが、自身で楽器を用いて演奏し、それを録音した作品を頒布する活動ではな

かったことも示すだろう。自主制作であり、流通経路が限定的な同人音楽の特性上、同人音楽黎明期当時の作品を
参照することは現在において非常に難しいため、そのような演奏主体の音楽があったかどうかは定かではない。
1980 年代前半には生演奏系ミュージシャンがデモテープを作ることはあったものの、それは同人ではなく、即売会
でも見かけなかったという（寺西 2012：155）。このように、黎明期当時は、ソフトウェア・ハードウェアの技術を
各々工夫しながら、作品制作をしている者が多かったようである。
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次章では、その同人音楽 CD がどのようにして CD 自体が持つ機能性を利用し、作品を制
作しているのか詳述する。

第３章　同人音楽におけるCDの役割

本章では複数の同人アーティストの CD 作品と CD ではない媒体（ミュージックカード）
を用いた作品を取り上げ、これらの作品の特徴を検討する。

［１］同人音楽シーンにおけるCDの活用方法
本節では音楽でオリジナルストーリーを表現しようとするアーティストの作品を取り上げ

つつ、同人音楽 CD の活用方法とその特徴を挙げる。
CD の最も一般的な活用方法としてまず挙げられるのは、音源を録音する機能であろう。

加えて、音源だけでなくデータを記録し、それをパソコンなどで読み込んで作品を楽しむ場
合もある。霜月はるか 25 が手掛けた『月追いの都市 Plus Edition』（2009 年）は CD に音楽と
PC 用データとしてコミック、作品告知ムービー、制作資料、壁紙を収録している。ジャケッ
トには物語に登場するキャラクターのイラストが用いられている［図１］。また、パッケー
ジング自体に工夫を凝らしている作品もある［図２］。

図２の作品は、プラスチックではなく紙のケースにパッケージングされ、歌詞カードは麻
紐で綴じるように作られている。歌詞カードは造語文字での記載である。

ブックレットは作品に込められたストーリーを説明する為に必要とされる。したがって歌
詞の他、時にはマンガや小説なども同時に収録することで、登場人物同士の相関関係や世界
背景を理解することが可能となる。歌詞の記載方法にも着目すると、前述の造語の他、多様
なフォントを駆使したものもある。多様なフォントは歌手の楽曲内における役割（俯瞰的な
語り部、登場人物、コーラスなど）を視覚的に明確化する。歌手はその役割に沿って、声優
のように声色を使い分けながら歌唱を行う。

25 2001 年に個人同人サークル「Maple Leaf」から第１作目の同人 CD を頒布。2005 年にメジャーデビュー。現在も
同人とメジャーの両領域で活動を行う。同人音楽シーンにおいて、三大歌姫と称されるアーティストの一人で「歌
姫」と呼称されながら、自身で作詞、作曲、作品の背景となる世界観のプロデュースなど総合的な作者としての側
面も持つ。
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このような作品から明らかになることは、作品が音楽、CD、小説などをインタラクティ
ブに楽しめるように制作されることで、音楽そのものと、パッケージングを含めた CD が密
接に結びつくマルチメディア作品となっていることである。もちろん、全ての同人音楽作品
が、このような凝った作品を制作しているわけではないが、少なくともジャケットは制作者
の嗜好を反映したものとして仕上げられていることが多い。同人イベントで自身の嗜好を反
映したパッケージをサークルスペースに陳列した時に、そこで同じ趣味や趣向を持つ不特定
多数の参加者との何らかの社交が行われることは想像に難くない 26。自身の音楽の嗜好を視
覚的、直接的に表現するためにも CD がモノである必要はあると考える。

［２］同人音楽作品をCD以外の方法で発表する試み
同人音楽はシーンが形成される場の特性から、モノ（CD）でのやり取りが重要視される

ことは前述のとおりである。しかしながら、筆者がフィールドワークを行うなかで、2015
年頃から、CD 以外の媒体（ミュージックカード）を用いた作品を見かけるようになった。
本節では CD と CD 以外のメディアを両方用いつつ、新たな作品発表の方法を模索するアー
ティストの活動を俯瞰し、各々の媒体を利用する中で制作者と聴き手がどのような問題を感
じているのかについて述べる。

26 同人音楽サークル「うんちく商事」所属メンバーである冨井公と國田豊彦は、同人音楽の醍醐味の一つに「集まる
場所があり、仲間がいる。そして楽しみを共有できる」（冨井、國田 2008：４）ことを挙げている。曲作りの目的は、
売ることではなく聴く人と共に楽しむことであり、創作活動を通じて出会った作り手あるいは聴き手は、音楽制作
や人生の糧となる。逆に売ることを目的とした場合、他の同人音楽サークルは「邪魔なライバル」となってしまう
という（冨井、國田 2008：227-228）。

［図１］�『月追いの都市�Plus�
Edition』ジャケット

［図２］『晴れやかなるソラの行方』
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bermei.inazawa は現在、CD とハイレゾ音源、「ミュージックカード 27」［図３、４］28 とい
う方法で作品の頒布を行っている。

何故今になってミュージックカードを頒布するかという理由については、①CD よりもコ
ストが安い、②本来サークル側でやるべき JASRAC 許諾申請の煩雑な処理を代行してくれ
るからということであった 29。

しかしながら、bermei.inazawa は「ハイレゾも出来るのはいいんですが、半永久的に残
る形じゃないのはファンアイテムとしては虚しいっていう意見をいくつかもらったので……
たしかになあと。」とミュージックカードの問題点も指摘する 30。bermei.inazawa による CD
とハイレゾ音源作品を比較したファンも、ハイレゾ音源の高音質さを絶賛しながらも、「CD
版のブックレットは紙質やデザイン含めて必見の内容」、「ハイレゾ版では味わえない所有の
満足感がある 31」と感想を述べている。

以上のことから、ミュージックカード（あるいは音楽のダウンロード）は利便性とコスト
パフォーマンスが高いものの、作品としては CD よりも満足度が低いということ、一方 CD
は「モノ」として所有することに対して充足感を得られるという彼らの発言から、CD も

27 音楽アルバムなどのコンテンツをカード型で販売するもの。専用の Web サイトにアクセスし、裏面にある PIN コー
ドを入力することでパソコンやスマートフォンへ音楽がダウンロードできる。CD 音源では再現しきれない高音質
の音源をダウンロードすることも可能である。

28 2003 年に『SoulS Bermei.Inazawa Works 2001-2003』というタイトルで頒布された。長らく廃盤となっていたが、
2017 年にメディアを変え、ミュージックカードで頒布された。

29 なお、ミュージックカード版『SoulS』は JASRAC で、管理／非管理の楽曲を分け、カードを２枚に分割してイベ
ント限定で頒布している。また、サークルのホームページからオリジナルの楽曲のみダウンロードも可能である。
その理由は bermei.inazawa によると「CD で再販する分には、生産のタイミングで許諾申請料を JASRAC に支払
えば良いのですが、ダウンロード販売となると、四半期ごとに売上を書類にまとめて JASRAC に郵送するという、
非常ーに面倒くさいことになるため、不精者の自分には到底やっていられない」からだという。（Web サイトより）

30 2017 年 10 月 17 日の本人 Twitter より（https://twitter.com/bermei_inazawa/status/920956025712164865）2020
年７月 11 日最終アクセス。

31 ハイレゾ音楽制作サークル「Beagle Kick」橋爪徹氏のブログより。「ハイレゾ版『berpop melodies & Remixies 
vol.2』を聴いてみた」　https://ameblo.jp/10ru-rec/entry-11922533381.html（2019 年８月 30 日最終アクセス）

［図３］�『SoulS�Bermei.Inazawa�Works�
2001-2003』�
ミュージックカード（表）

［図４］�『SoulS�Bermei.Inazawa�Works�
2001-2003』�
ミュージックカード（裏）
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ミュージックカードもモノであるにも関わらず、特に「所有」することに対して多少の認識
の差があることが明らかになった。

次章では、「所有」するということを手がかりとし、同人音楽シーンで作品が CD で頒布
され続ける意味も含めて検証する。

第４章　対人関係の形成を仮託する同人音楽CD

本章では、「モノ消費」から「体験」へ移行する現代の音楽市場とインターネットを利用
した同人音楽コミュニティ形成の状況を俯瞰し、モノを所有する議論を参照しつつ、同人音
楽 CD がモノとして所有された時にどのような機能性を持ち合わせるのかということを考察
する。

［１］「モノ消費」から「体験」へ移行する音楽市場
日本の音楽市場において CD の生産金額は 1998 年をピークとして、年々減少している。 

「CD が売れない」と言われて久しい昨今、「『モノ』から『体験』へと、消費の軸足が移り
変わってい」ると柴邦典は指摘する（柴 2016：４）。宮入恭平も 2000 年代以降の音楽産業
では「低迷する CD 市場」と「興隆するライブエンターテインメント市場」という対極の構
図が描かれ、このような市場の傾向は「モノ消費」から「コト消費」への移行として理解で
きると述べている（宮入 2019：186）。野外フェスティバルや劇場に「会いに行けるアイドル」
のコンサートはまさに音楽そのものと、それ以上にその音楽が存在する現場での体験によっ
て成立している音楽文化である。

このような音楽文化をサラ・ソーントンは「ライブ文化」と呼ぶ（Thornton：1995）。「ラ
イブ文化」では、コンサートやライブ会場でのミュージシャンは唯一性を持ち、その演奏や
パフォーマンスを通して聴衆とのリアルタイムなコミュニケーションをとることが重要とさ
れる。「ライブ文化」では、パフォーマンスを行うミュージシャンが芸術的に、観客が共同
体を象徴するミュージシャンと触れ合うことが文化的に真正性を持つとされる。

一方「ライブ文化」に対比的なものが「ディスク文化」である。ソーントンはクラブカル
チャーを例として、「ディスク文化」ではレコード音楽を通じて DJ がオーディエンスと相
互に醸成する場が重視されると述べる。クラブカルチャーでは希少で、あるいはより良いレ
コードそのものが芸術的に 32、DJ と参加者がレコードを通して相互にかかわり合いながら、
特別な経験をつくりだすことが、文化的に真正だとされる。

32 増田聡は「ディスク文化」におけるレコードの真正性について、「モノ」としての芸術作品そのものから湧き上が
るものというよりは、それをありがたがる共同体の側から感じ取っているというベンヤミンの「真正性（アウラ）」
の主張を引用しながら、真正性はレコードそれ自体ではなく、「DJ がレコードをプレイするという出来事」から生
じていると考えるべきだと指摘する（増田、谷口 2005：212）。
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同人音楽作品は CD で頒布されるものであることはこれまで述べてきたとおりである。 
一見「モノ消費」的な環境に置かれている同人音楽であるが、同人音楽が流通するコミュニ
ティでは、CD は音楽を収録し所有するモノとしてだけではなく、人々のつながりを媒介す
るモノとしての側面も持ち合わせている。次節では同人音楽 CD が頒布される現在の同人音
楽コミュニティについて記述する。

［２］同人音楽コミュニティを成立させる社会的環境
井手口は同人音楽コミュニティの成立を促し、それを成立させた社会的環境要因として

「録音可能な CD」、「DTM」の他に看過できない要因として「インターネット」の台頭を
挙げ（井手口 2009：238-239）、昨今 Web 上での活動でも「同人活動」と自称されることも
踏まえながら、インターネットは同人イベントや録音可能な CD と、ある程度競合する可能
性を示唆する。前述の bermei.inazawa は、表現方法の可能性の一つとして音楽のダウンロー
ドを選択した者の一人であるし、2008 年よりサービスを開始した Web サービス「同人音楽
の森 33」は、ユーザーが投稿した音楽や楽譜のデジタルデータをダウンロードできるサイト
として利用されている。

その一方で、2014 年にピクシブ株式会社が Web サービス「APOLLO34」を開始した。
「APOLLO」はインターネット上で同人音楽を販売・購入するサイトであるが、特筆すべ
きなのが、開催期間を数日間と限定している点、そしてデジタルデータと共に CD などの物
理的な媒体も販売できる点にある。そして参加登録には物理媒体で音楽に関係する作品を頒
布（販売）した経験がある、もしくは今後行うアーティストであることが求められる。いわ
ば Web 同人音楽即売会の様相を持つ「APOLLO」は、インターネットが台頭する今日の同
人音楽シーンでも、音楽やユーザー（アーティスト）との出会いに CD という媒体が不可欠
とされていることを暗に示していると言える。

［３］同人音楽CDを所有することの意義
商業的音楽産業での音楽配信事業の台頭という現代の状況からも浮き彫りとなるように、

音楽をパッケージ作品として所持する機会は次第に失われつつある。井手口彰典はモノの所
有に依拠する音楽聴取体験の時代は「参照 35」に依拠した新しい実践が登場することで、消
滅はしないものの、やがて終焉を迎えるだろうと述べる（井手口 2012：62）。

33 なお、「同人音楽の森」は 2020 年１月現在、「mucome」に名称を変更して運営されている。
34 「APOLLO」は同人音楽シーンの維持・継続・発展を目的に、「シーンの新しい作品・アーティストの発掘（視聴）

を容易に行える」ことを実現すべくはじまった（「BOOTH Festival APOLLO 第９回 ‒ BOOTH」Web サイトの開
催の主旨より）。2018 年６月１日 21：00 から６月３日 23：59 まで開催された「APOLLO 08」では、サークル参加数
は 1,000 を突破し、会場全体の総頒布数やサークルごとの平均頒布数ともに過去最大規模となった。

35 対象となる記録メディア（ハードディスクやウェブサーバー）との間で情報の遣り取りができる環境であることを
前提とし、記録メディア自体の所在や物理的な移動とは無関係なままに、そこに納められたデータにアクセスしま
た利用すること（井手口 2009）。
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しかしながら、同人音楽シーンでは作り手、聴き手、いずれも「参照」の機会が与えられ
ていたとしても、「所有」できるモノとしての CD に拘り続けているのである。もちろん、
第３章第１節で述べたように、自身の音楽の嗜好をモノとして総合的に表現するための媒体
として CD は必要とされているわけだが、それ以上に「所有」したことの先にある意味の方
が重要のように思われる。

「所有」という言葉には、複数の意味が含まれている。手元にあるという意味での「所持」
と、排他的・独占的にわがものにするという意味での「占有」である。それと関連して「所
有」は、西欧近代の所有論の術語法においては、あるものを自分で自由に処理、意のままに
出来るという意味での「随意性」という言葉とも置き換えられてきた。物は所持あるいは占
有されることで、効用の時間を貯える。アタリは本やディスクを占有することについて、占
有する人の文化を物語り、死のお祓いとなると述べる。それらは占有されることで、何を見
聞きしたかの痕跡は残る。しかしながらそれらは資産にはなるが、中に記述される思想を物
語らない。そのため、物の堆積の境界をこえ、利用できるものをこえて蓄積するためには、
効用が所有よりも重要になることをアタリは指摘する（アタリ 1994：465-466）。このよう
なアタリの指摘こそ同人音楽 CD と所有の問題を読み解く上での手がかりとなる。

前述したように、同人音楽 CD が頒布される場は同人イベントと呼ばれる制作者と聴 
き手が一同に会するコミュニティであることが非常に重要となる。M3 は送り手と受け 
手のより密接な出会いの場を作ることを活動目標として掲揚している 36。同人サークル
「SheepSlowlySleep」の永井貴憲は、同人の醍醐味が、「お客とかわす作品に関する話や感
想、たわいもない話の中に」あり、「〔同人ショップといった〕お店ではなくイベント会場で
お客さんと顔を合わせ、お客さんから生の声を聞き、叱咤激励されながら、作品作りの糧と
する方が私自身にとっても有益なのではないか」と述べている。そして同人ショップへの作
品の委託販売は、「同人の本来あるべき姿ではな」く、お客〔聴き手〕との直接的な対話といっ
た前述の同人の醍醐味全てを奪ってしまうと言う（永井 2009：14）。

同人音楽シーンは、コミックマーケットのマーケットとしての機能と対人関係を形成する
機能の流れを汲む。自身の嗜好を反映したモノとしての CD を、社交を通じて頒布した時、
頒布媒体となる同人音楽 CD は対人関係を仮託するものとして存在する。それは例えば、レ
コード蒐集家のようにディスクを大量に所持し、そのコレクションに誇りを持つような所有
ではなく、むしろ所有した結果の「効用」が重要となる。

円堂都司昭はこのような人との「つながり」の面白さについて、同人音楽シーンと
AKB48 における CD の販売手法の類似性として、AKB48 は CD の購入をファンがメンバー
のいる現場にアクセスする権利として、同人音楽は CD の対面販売を共同体の祝祭に参加す

36 M3 Web ページ「M3 とは」より。
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るために用いることでそれぞれ CD が「つながり」への欲求を満たすアイテムにしていると
いう点を指摘する 37（円堂 2013：183）。AKB48 やその他の J-pop のアーティストが今生み出
そうとしているのは、楽曲という具体的な生産物ではなく、「つながり」やあるいは「共感」、
「癒し」といった非物質的な商品であり、このことはアナログレコードや CD という物質的
な重みを持った文化生産物が、デジタル化によってデータという非物質的な生産物へと移行
したことに対応している（毛利2012：230-231）。このようなJ-popのレコード会社によるアー
ティストをブランド化し、その周辺の音楽やファッション、広告などをマネジメントする戦
略は、作品を持つことそれ自体を享受することではなく、作者の一部を所有することである
というアタリの指摘に類似しているかもしれない（アタリ 1994：471）。音楽そのものを享
受するのではなく、アーティストとのつながりを求めること、そしてその「つながり」はお
そらく聴き手の一方的な感情に過ぎない。

一方、同人音楽 CD は「つながり」という非物質的な生産物を媒介するためだけに存在し
ていない。第３章で取り上げた同人音楽アーティストの作品のように、同人音楽 CD はジャ
ケットやブックレットの質感も含めたパッケージングと楽曲をインタラクティブにリンクさ
せたマルチメディア作品とすることで、音楽を聴くための物質的な文化生産物としての地位
も確立している 38。同人音楽シーンでは、音楽制作者が直接作品を頒布することから、前述
のような制作者がイベント参加の醍醐味としている「つながり」もダイレクトに聴き手へ届
くはずである。そして何よりこの空間は「メジャーデビューしている」、「売れっ子」という
意味でのアーティストとしてのブランド価値が通用しない 39。制作者と聴き手が各々の地位
に囚われずに対等であろうとする同人イベントは、冒頭で述べたような飲食やケータイな
ど、嗜好品を通じた社交によって形成された共同体に近似している。同人音楽における CD
は、音楽と CD そのもののパッケージングを、インタラクティブにリンクさせたマルチメディ
ア作品という、音楽を聴くための物質的な文化生産物と言える。

ソーントンは、DJ が所有するレコードを自らの嗜好によって継ぎ接ぎしミックスするク
ラブカルチャーを「嗜好の文化」と指摘した（Thornton 1995）。同人イベントやインターネッ
ト上でのコミュニティは、クラブイベントのように、不特定多数の人間が同時にその場で
DJ の嗜好を反映し、鳴り響く音楽を聴取する場ではないが、その嗜好は多彩な作品として
作られ、物質的な重みとなり、対人関係を仮託するものとして、同じ趣味や趣向を持つ不特
定多数の同人音楽シーンへの参加者同士の社交の機会を付与する。その中で CD を所有する

37 AKB48 の総選挙への投票権や、握手会への参加権を付加した CD の販売方法は、「AKB 商法」としてしばしば批
判の対象となる。

38 CD がミュージックカードへと今後時代がシフトしていくのかは未知数だが、同人音楽シーンでは音質的優位性よ
りも CD を制作してそれを頒布することがある程度定着しているため、早急に移行が進むことは恐らくないだろう。

39 すでにメジャーデビューしているアーティストや作曲家が同人イベントにサークル参加することは多いにある。同
人たちは基本的に拝金主義的姿勢を嫌悪する。中には事前に SNS などである程度の告知を行い、それを見た作品
購入希望者が、購入の為に長蛇の列を形成しているようなサークルもあるが、一方で机の上に作品を並べるだけと
いった簡素なディスプレイでこぢんまりと参加しているサークルもある。
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ことで、CD は参加者同士の「つながり」という非物質的な生産物を媒介するものとしての
性質も帯びることとなる。

CD は基本的にアナログ・レコードの延長線上に位置づけられた（中川 2015：215）が、
規格の多様化により、音響だけではないデジタルデータを記録媒体とし、1990 年代にはレ
コードの CD はデジタル情報機器としての CD に変化した（中川 2015：222）。一方で、し
かしながら、同人音楽における CD は、カセットテープの延長線上に位置付けることもでき
るだろう。前述の「不気味社」におけるカセットテープから CD-R への頒布媒体のダイレ
クトな移行も理由の一つだが、同人音楽は、その黎明期から、制作者個人が自由に楽しみな
がら創造性に富んだものを対面で発表することを目指しており、その作品の容れ物は個人で
録音・複製・編集が出来る物理的なメディアでなければいけなかった。CD は、アナログか
らデジタルへの移行期に位置するメディアだが、作品を自主制作し、対面で物質的なやり取
りをするという、長年培われてきた同人文化とは非常に親和性が高かった。そのため、イン
ターネットの普及により、結果的に音楽と記録メディアの結びつきが脆弱化する中でも CD
が広く使用されていると言える。

結論

本報告では、まず第１章で（同人）音楽を嗜好品だと捉える際の射程として小川博司の論
に加え、同人イベントにおいて、個人が同じ目標を持つ集団に同調する傾向があることから
「対人関係」にも着目する必要性を述べた。第２章では、同人たちが即売会で重視する対人
関係の形成に関するイデオロギーが、どのような歴史を経て形態化されたのかについて述べ
た。その中で同人音楽シーンはコミックマーケットから連続性を持ち合わせて成立し、同時
期の音楽制作の技術的発展と相まって CD が作品発表の媒体となった。第３章では、CD と
それ以外のメディアを利用した同人アーティストの作品を取り上げ、その特徴を明らかにし
た。同人音楽においては、CD が持つ可能性を限りなく追及しながら作品を発表する者達が
いる一方、作り手、聴き手共に、CD 以外のメディアは CD ほどのモノを「所有」する満足
感を得られないと感じていることも明らかとなった。第４章では、所有をめぐる議論を参照
しつつ、同人音楽 CD は「所有」することで制作者、聴き手に何をもたらすのかについて検
証した。その結果、同人音楽 CD は対人関係の形成を仮託する媒体として用いられているこ
とが明らかになったが、その在り方は J-pop シーンにおけるアーティストをブランド化し
たうえでの「つながり」や「共感」といった非物質的な生産物重視の販売戦略とは異なって
いる。同人音楽シーンは、制作者・聴き手ともに同等として扱われる対人関係形成の場（同
人イベント）が用意されている。そしてそこで頒布される同人音楽 CD は、収録される音楽
と CD のパッケージを巧みに関連させた表現が行われ、そこでの CD は物質的な生産物とし
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ての重みも背負う。これは同人音楽及びそれを取り巻く場が、嗜好品周辺の状況に類似した
側面を持ち合わせていることも大きい。

今回、紙面の都合上、当初盛り込む予定だったジェンダーをめぐる議論の詳述に至ること
が出来なかった。特に同人音楽の歌手は女性が圧倒的に多いため、女性歌手と女性作者と 
いうパフォーマーの分析をより多角的で一般的な側面から考察することを今後の課題とし 
たい。
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The Role of CDs in Dojin music
― Music as an interpersonally mediated luxury product ―

FUJISHITA Yukari

In this paper, I consider the functionality of CDs, which are widely used to publish major 
works in the Dojin music’s aspect of “luxury products”.

In certain respects, a Dojin work does not form part of a mass commercial market. 
Rather, the dynamics involve face-to-face distributions of CDs at Dojin events, which provide 
the opportunity for individuals to share with others their interest. Dojin music circles use 
CDs as the main medium for presenting their work, and their work has been increasing year 
by year. In the community, it is carefully planned not only as a device for listening to music 
but as the object of attachment itself, as a multimedia work. In the Dojin music scene, a CD 
seems to be a kind of a “luxury product”. 

In addition, even if the technical environment improves, Dojin music, which retains its 
expression through CDs, seems to go against the path followed by the music industry. This 
situation, which cannot be explained by technical determinism, needs to be verified accord-
ing to the cultural/social background surrounding Dojin music.

Therefore, to understand this seemingly contradictory situation, this study will analyze 
music and packaging by introducing the perspective of “luxury products.” By basing the 
discussion on the various functions and benefits of “luxury products,” it is possible to analyze 
aspects of “enjoyment” surrounding Dojin works from various perspectives.

Accordingly, in this study I consider various theoretical perspectives through which to 
regard “music” as a “luxury product” （Chapter 1）.

Chapter 2 details the history of ideology concerning the formation of interpersonal rela-
tionships that are emphasized in spot sales events.

In Chapter 3, the works of Dojin artists using CDs and other media are examined. Here, 
the characteristics of their works are revealed. Crucially, the ways in which the creators and 
listeners critically consider the aspects of “owning” each work, are illuminated.

Chapter 4 discusses what Dojin music CDs bring to producers and listeners, by refer-
ring to discourses surrounding ownership: in other words, what is means to “own” music. 
Based on each discussion, I consider the role CDs play in the Dojin music scene and the kind 
of luxury product they provide.
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はじめに

本研究は、大正期から昭和初期に刊行された日本人学校用唱歌科教科書研究を中心に、満
洲の唱歌教育の企画から受容をたどることで、独自の教材にまつわる文化的な言説を明らか
にしようと試みたものである。本論の主な関心は、内地では 1920 年代後半に退潮していっ
た、子どもを教育の中心に据えようとする新教育（自由教育）の影響を、満洲の唱歌教育の
中に見いだすことにある。

日露戦争後の 1906 年に日本の租借地となった「南満洲」1 では、1907 年頃から主要な都市
部において日本人学校の開設が準備され、1910 年頃にかけて漸次開設 2 されていった。この
とき最初に導入されたのは、内地の諸法令に準拠した内容の教育 3 であった。

ところが、この日本人教育の始まりが、新しい教育思潮が広がっていく 1910 年頃であっ
たという時代性と、租借地という場に働く力の作用によって、その後の満洲の教育は内地の
教育の鋳型の内にとどまらなかった。むしろ、新しい教育思潮の影響は内地よりも、1920
年代から 30 年代の満洲の教育のほうに明確に表れているといえる。

この時期に先立って、明治初期に始まった近代教育は国家による国民形成の制度であった
が、日清・日露戦争後のナショナリズムの高揚と社会不安、「国際化」の時勢の中で、制度
や内容の見直しが続けられた。そうした結果、義務教育年間の就学が安定し、ほとんどの子
どもが尋常小学校卒業になることで、小学校は国家による教化の場としてだけではなく、進

1	 南満洲とは、日露戦争後の第一次日露協約（1907）によってロシアの勢力圏「北満洲（北満）」に対置された日本
の勢力圏で、遼東半島先端部に位置する関東洲と南満洲鉄道株式会社沿線の付属地を指す。

2	 学校開設当初は普通民家を代用した校舎で、その後に新築された校舎も使い勝手が悪かった。しかし、1918 年頃には
現職教師の意見を参考にした設備や特別教室が設けられるようになり、1923 年頃には学校の位置が市街計画に組み込
まれるようになって、運動場に百メートルのコースが楽々と取れる規模になっている。また、僻遠の地に居住する児童
の通学困難解消のために、旅順と大連管内以外の小学校には寄宿舎が設置されている。（編著者不明 1932：109－112）

3	 満洲には内地と同じ内容の教育が導入されたが、制度においては大きく異なり、義務教育ではなかった。在満日本
人の教育に関する意識が高かったので、実際の就学率は「内地に比較して聊かの遜色もない（編著者不明 1932：３）」
とされているが、満洲の小学校は「自由的非強制的で学齢児童の就学を強制しない（同掲書：２）」方針であった。
その理由は、日本人と同じ地域に住む中国人の子女に対する義務教育が保証できないことにあり、教育の機会均等
を欠くからである。

平　尾　佳　子

教科書からみた満洲の唱歌教育
― 「外地」における新教育の理想と現実 ―
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路選択につながる資格付与の場ともなった。ところが、公教育の質的水準の担保のために進
められた教育方法の定型化が画一化を招き、教育の営為を教師による教授中心から子どもに
よる学習中心に変容しようとする運動が起こる。すでに欧米で広がっていた「児童中心主
義」の教育は留学などの文化交流を通して移入され、子どもの個性、主体性、活動性を重視
する新教育は、伝統的な生活理念から解放された、子女の自由な職業選択による階級離脱を
望む都市の新中間層に支持され、硬直した学校教育に対する批判が広がった。

しかし、新教育の拠点には官公立師範学校附属小学校や私立学校が多く、「その革新的な教
育改造の試みもいわばブルジョワ階級の支援と理解（山本 2014：241）」に依拠していたため
に、この教育的な運動は大きくは進展しなかった。その他の圧倒的多数の公立学校には教則
による規定があったので、子どもの現実に合わせた教授方法が工夫されるようになっても、
教育内容を改変、あるいは再編するまでには及ばず、運動自体も次第に退潮する。さらに、
1924 年頃からは、新しい教育思潮が目標とする「自由」や「自主」のための社会実践が反体制
的要素を惹起する懸念から、新教育の推進者は国家権力による干渉と弾圧の対象となった4。

そうした一方で、満洲では新しい教育思潮が拡張する時期の只中に学校教育が始まり、
1922年には国定教科書の補充を目的に独自の教科書編纂事業が計画され、実行されている5。
このとき、大正期の教育思潮の特徴とされる教育改造の試みは、国家的な戦略の場であった
満洲の教育にどのような形で表れているのだろうか。本稿では内地とは異なる地理と行政下
にあった南満洲の唱歌科教育を、大正新教育に内在していた可能性を具現化したものとして
とらえ、独自の唱歌科教科書 6 と唱歌教育の内容に注目した。調査の対象とする年代は、満
洲の日本人学校で広く用いられた唱歌科教科書『満洲唱歌集 7』が発行された時期に対応させ
て 1924－1937 年とし、調査と分析の中心に満洲国建国以前の戦間期に編集された教科書（第
一期：1924－1931）を据えながら、内容の重複 8 による連続性を重視して第二期（1932－
1937）の教科書を含めた。

4	 新教育運動の高揚期にも講演会を禁止する「茨木県自由教育禁止事件」（1921）や、文部省による広島高等師範学
校附属小学校への注意があったが、1924 年８月の文部大臣岡田良平の訓示以降、新教育への弾圧・干渉事件が続く。
国定教科書を用いずに「修身」の授業を行った松本女子師範学校附属小学校の川合清一郎訓導は退職に追いやられ、
奈良女子高等師範学校附属小学校の合科授業は文部省から非難され、千葉師範学校附属小学校では自由教育推進者
の手塚岸衛は転任を余儀なくされた。（山本 2014：239－240）

5	 こうした事業が可能であったのは、南満洲が外務省の管轄下であったこと、さらに編集の時期が国際協調外交の重
視された戦間期であったという特殊な条件によるところが大きい。

6	 満洲独自の唱歌科教科書の発行は大正末期（1924 年）から満洲事変（1931 年）までの第一期、続いて満洲事変の
翌年から日中戦争開始（1937 年）までの第二期、さらに太平洋戦争開始（1941 年）までの第三期と在満・関東国
民学校期の第四期に大分される。（磯田 2000b：150）

7	 ここでは教科書としての『満洲唱歌集』を取り上げるが、「満洲唱歌」とは「満洲の歌」という意味であって、子
ども向けの歌にとどまらない。「満洲唱歌」はピースの楽譜としても発売されており、そのなかには「満洲小唄」
のような歌謡曲も含まれている。

8	 第二期『満洲唱歌集』は第一期『満洲唱歌集』低・中・高学年用をもとに各学年単位に拡充されたもので、教材の
ほぼ半数は第一期『満洲唱歌集』と共通している。また、『満洲唱歌集』を教科書名にするのは第一期・二期に限られ、
第三期以降は教材の大幅な入れ替えとともに教科書名も変更されている。（第三期は『満洲小学唱歌集』、第四期は『ウ
タノホン』・『初等科音楽』）
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満洲独自の教科書編集は唱歌科教科書に限らず、事業の全体の目的や編集過程に内地の国
定教科書編集とは異なる部分がある。その相異の第一は、官庁である関東庁と半官半民の南
満洲鉄道株式会社が合同した教科書編輯部を中心に、国家とは相対的に区別された地域社会
の教育 9 が計画され、実行されたこと、第二には教科書編輯委員が当時「実際教育家」や「教
育実際家」と称された現職教師（あるいは経験者）であったことである。

教科書編纂事業の舞台となった南満洲は外務省の管理下にあり（文部省内教育史編纂会
1964：４）、日本人子女の教育は内地の教育を基準としながらも、政治的、地理的、文化的
な違いから独自の教育内容が勘案される必要があった（南満洲教育会教科書編輯部 1932：
13）。関東洲と南満洲鉄道株式会社沿線の付属地ではそれぞれに教材研究や教科書編集作業
がなされていたが、1922 年、関東庁と南満洲鉄道株式会社（以下、満鉄と表記）は事業の
合理化を目的に、合同して教科書編輯部を設置（南満洲教育会教科書編輯部 1932：13-14、
21）、「日支人に対する適切なる教科書を編纂」（同掲書：９、教科書編輯部理事・満鉄学務
課長有賀庫吉）し、印刷、配給までを直営（同掲書：98）するに至った。10	つまり、国定教
科書だけでは対応できない満洲で育つ子どもたちのための教育が、教科書編集の段階から公
的機関を交えて大規模に企画されたのである。歴代の教科書編輯部幹部は、事業の目標を在
満日本人社会の存続と発展のための人材育成として「民族協調」にも言及しており 11、教科
書編集事業が「植民地の環境と児童将来の生活上の要求」（編著者不明 1932：２）を勘案し
た地域教育であることを明らかにしている。

さらに内地の国定教科書編集と大きく異なるのは、現職教師（あるいは経験者）が「編輯
委員に加わり、闊達に活動していた 12」（南満洲教育会教科書編輯部 1932：31）ことである。
関東庁では以前より「教員採用に際しては現に内地に於

マゝ

て教職に従事して居る優秀な者」（編
著者不明 1932：４）を条件としており、第一期の教科書編集を担った二人の唱歌科（歌曲
担当）編輯委員 13―島田英雄（1881－1943）と園山民平（1887－1955）―も二十世紀初頭
の新しい教育思潮に触れ、さらに教職経験を積んだ教師であった。

9	 この教育計画の目的が植民地教育であったことは、南満洲教育会の機関誌『南満教育』の中に確認できる。（南満
洲教育会 1925：112）

10	 こうした経過から、朝鮮や台湾などの他の日本の植民地の日本人子女には原則として内地と同じ教科書が用いられ
たこととは異なり、満洲では独自に編集されたものが多く用いられることになった。

11	 南満洲教育会教科書編輯部の教科書編纂では日本人学校用と中国人学校である公学堂用の二種類が作成されたが、
日本人と中国人の教育の目標は同じではなかった。日本人の教育の理想は「満洲における五族の指導民族としての
日本人に、大陸人としての資質を具えさせること」（南満洲教科書編輯部 1973（復刻版）：４、復刻版の序文・白川
今朝雄）であり、「満支人」の教育の主眼は「よく正義人道を弁え、善良なる洲民、理解ある満洲人として皇国同仁
の徳化のもとに其の平和に事業を楽しませること」（南満洲教育会教科書編輯部 1932：６-７、日下辰太）であった。

12	 	編輯委員会発足時の唱歌科調査員であった村岡旻は「あの部屋に机を並べてゐた人達の、誰を思ひ出しても微笑まずに
はゐられない。それほどお互いが単純で明るかった。」と回想している。（南満洲鉄道教育会教科書編輯部 1932：30-31）

13	 『南満教育』（1925）６月号「教科書編輯部便り」によれば、唱歌科編輯委員は歌曲担当と歌詞担当の委員で構成さ
れている。主査：編輯部編輯員・大連日本橋小学校訓導（歌曲）園山民平、委員：旅順高等女学校教諭（歌曲）・
島田英雄、委員：鞍山中学校長（歌詞）矢澤邦彦、委員：編輯部編輯員・教育研究所講師（歌詞）赤塚吉次郎。
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島田英雄はさまざまな演奏形態の西洋音楽が受容される時期に専門教育を受けて 14、1905
年に東京音楽学校を卒業（声楽部）、1909 年に研究科（オーボエ）を修了した。そののちは
東京の中学校と高等女学校の数校で教鞭をとりながら演奏活動をつづけ、1920 年に関東洲
の官立旅順高等女学校教諭として赴任した。そして、旅順では中学校の唱歌科の教育も嘱託
され（島田 1933）、地域の中等教育（男・女）に尽力しながら、満洲独自の教科書編輯委員
として唱歌科教科書編集に携わった。また、園山民平は島根県立師範学校を卒業後、東京音
楽学校甲種師範科に進学、1910 年に卒業後は研究科で作曲を学んだ。1911 年に沖縄県立師
範学校、1912 年からは宮崎県立高等女学校で教鞭をとりながら、児童のための唱歌集や行
進曲集、唱歌教育に関する著作を出版している。1922 年の渡満後は教科書編輯部編輯委員
として多くの満洲唱歌を作曲し、関東洲と満鉄の学事を視察する官職の視学や私立大連音楽
学校の校長（1924 年創立）としても活躍した（三島 2012）。こうした略歴が示すように島田
と園山はともに有能な教師であり、渡満の時期にはすでに指導的な立場にあった人物である。

満洲の教科書編集が内地と大きく異なっているのは、まさにこうした人選にある。文部省
編纂の『尋常小学唱歌集』が帝国大学と東京音楽学校教授の共同に依っていたことに対し
て、満洲では編輯委員の人選に教育現場本位の方針を貫き、その編輯委員の自由裁量をも保
障している。ふたりの唱歌科編集委員が関東庁に起用された時期（島田は 1920 年、園山は
1922 年）は内地では「赤い鳥運動」が全国的に広がる最中であったから、気鋭の文学者や
作曲家、画家たちが芸術教育の重要性を語り、子どもたちのための新しい童謡が歓迎される
時代の流れを、彼らは身を以て知っていたはずだ。そうした内地での経験に加えて、満洲独
自の教科書編集が時代と地域社会に見合った教育内容の選定を目標にしていたことから、作
成された教材には、当時の音楽界や教育界の動向が内地よりも強く反映されていることが予
測される。

こうした点を踏まえて、本研究では満洲独自の唱歌科教科書研究から内地の教育との関連
や外地での地域教育の特徴を抽出し、さらにそれらの結果を大正新教育が目指した児童中心
や自学自習の観点から検討した。そして同時に、満洲の唱歌教育の実態と受容をみるために、
満洲の学校教育経験者を対象に当時の生活と教育に関する調査をおこなった。満洲の学校教
育は日本の敗戦によって断絶し、独自の歌唱教材の学習経験は個人の記憶の中にとどめられ
るか、同窓会や同郷会で共有されるにすぎなかった。しかしながら、手記や聞き取り調査に
見る満洲唱歌の記憶は個人の内面と音楽の関係のあり方を示唆しており、ことばには重みが
あった。歌につながる満洲の自然や文化、生活の記憶はアイデンティティと関連しており、
そのなかには支配―被支配の観点では回収できないものがあったのである。幸いなこと

14	 島田英雄は東京音楽学校在学中の 1903 年、日本初の歌劇上演（グルック作曲《オルフォイス》）に牧女牧童の合唱
の一員として参加しており、学生だけで編成できるようになった学内オーケストラの一員でもあった。そして、卒
業演奏会（1905）での島田のオーボエ独奏は、現存する日本初のオーボエ演奏記録である。



89

教科書からみた満洲の唱歌教育

に、満洲育ちの９人の方の協力を得ることができたので、満洲の唱歌教育の受容の調査から、
制度や教育課程などの教育規定の研究では見えにくい教師と子どもたちの意識の変化をた
どってみた。調査や分析に際して植民地のヘゲモニーを考慮しないわけではないが、当時の
教師と子どもたちの意識を被覆しないように、戦間期に関東洲の都市で生活し、教科書編集
に携わった人物と学習者の視点を重視した。

序章　研究の意義と目的

第１節　満洲独自の補充教科書編集とその社会的背景
唱歌科を含む補充教科書編集は、日本の大陸政策の具体的で実際的な展開方法のひとつで

ある。
日本の対アジア外交は明治初期から強硬であったが、第一次世界大戦中（1914－1919）に

は中国に対して二十一カ条の要求（1915）をし、南満洲の租借期限の延長や山東省のドイツ
利権の継承等を承認させた。また、ロシアが国内の革命のために戦線を離脱した後には、孤
立したチェコスロヴァキア軍救援を名目にシベリアに出兵（1918）し、大戦終了後も駐留を
続けた。

ところが、第一次世界大戦後の欧州では「戦争違法化」を国際連盟の前文に掲げるほど平
和希求が強く、他国との共存関係の構築を目指していたので、日本の強引な対外政策は国際
社会から非難を受けるようになった 15。また、朝鮮や中国国内の排日運動も激しかった 16。原
内閣はこうした情勢に鑑み、満洲の権益を守る融和策として日本の非侵略の表明と中国側の
被侵略意識の払拭を目的に満洲の社会体制の変更をおこない、1919 年４月に軍と民政は分
離され、1906 年から置かれていた関東都督府は民政を担当する関東庁に改組された。

中国に対する二十一カ条要求によって租借期間 17 が延長されると、南満洲都市部の日本人
人口は増大 18 するようになった。それにともなって「満支其の他の民族と協調融和を必要と
する特殊の地域」（南満洲教育会教科書編輯部 1932：６、編集部長・関東庁内務局長日下辰太）
に生まれ、その地で育つ子どもたちの数も増えたので 19、「地方的郷土的教材を蒐録した教科
書の必要」（同掲書：97）性はますます高くなった。生活の現実は複雑で、官公吏や満鉄社
員の転勤では、関東洲と満鉄付属地でそれぞれ独自に用いられていた教科書の違いが、転校

15	 こうした非難の背後には、黄禍論（黄色人種警戒論）の影響もあると考えられる。
16	 大きな排日運動としては、1919 年３月の朝鮮の三・一運動と中国の五四運動（1919 年５月）が知られるが、1920

代になると満洲でも排日運動や排日貨運動（日本製品不買運動）が起こり、教育権回収運動や旅大回収運動と重なっ
て拡大している。

17	 日本の租借期間は当初 25 年（日露講和条約 1905）であったが、中国に対する二十一カ条要求（1915）によって 99
年に延長された（南満及ビ東蒙ニ関スル日支協定）。

18	 大連市の日本人人口は 1911（大正元）年から教科書編輯部が設立された 1922 年の間に、32,862 人から 55,139 人に、
他の民族を加えた総人口数は 55,888 人から 145,684 人に増加している。（井上編 1936：15-16）

19	 満洲生まれの子どもの数は増加の一途をたどり、大連伏見台尋常高等小学校の例では、1926（昭和元）年を境に「満
洲」生まれの生徒が「内地」生まれの生徒より多くなる。（竹中 2000：102）
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した子どもたちを困惑させていた（南満洲教育会教科書編輯部 1932：21、97）。
さらに、こうした学校の問題だけではなく、子どもたちを取り巻く環境には社会教育の観

点からも問題があった。日本人も「植民地という環境で暮らすうちに、…道徳的価値観が揺ら
ぐことも多かったようで…一部の保護者達は中国人を見ると泥棒よばわりし、街では巡査が
中国人を理由なくなぐる光景が日常的に見られた 20」（竹中 2000a：109）。また、「まんごろ」・
「満洲ごろ」21 と呼ばれた日本人無頼漢の行為には同胞も不快感を持っていた。そして、い
うまでもなく、朝鮮や中国で起こった排日運動に対しては無関心ではいられなかったはずだ。

このような社会の現実の中で育つ日本人子女に対して、「我民族の優秀性を保持しながら、
如何にして在満土著

マゝ

［「着」カ…筆者］心を養成すべきか。内地適用の国定教科書を用ひな
がら、如何なる特別教材を按排して、画一教育の弊害を防ぐべきか。…などといふことが、
最重要且緊切なる問題」（南満洲教育会教科書編輯部 1932：13 教科書編輯部理事・満鉄学務
課長法貴慶次郎）として議論され、「此環境に適応し地方的特色の豊かなる教材を以てする
にあらざれば、将来満蒙に活躍する有為の人物を養うには尚不十分」（同掲書：９教科書編
輯部理事・満鉄学務課長有賀庫吉）として、独自の教科書編集の必要性が主張されるように
なるのは必然的な流れでもあった。満洲に生きる日本人には、他民族との平和共存のために
も、国民アイデンティティとは異なる新たな文化アイデンティティ形成と共同体の秩序の創
生が不可欠であったのである。

こうして始まった教科書編集事業について、初代編集長津久井徳次郎（関東庁所属）は「極
東の平和の基

モト

はこゝよりと心雄々しく書
ふみ

をあみてむ」（南満洲教育会教科書編輯部 1932：
19）とその矜持を詠んでいる。

そして、実際の作業は教職経験豊かな専任の編輯委員をはじめ、編輯委員や調査委員を兼
任した現職教師集団の献身的な努力によったことが、教科書編輯部設立十周年記念誌のなか
にうかがえる。歌詞と日本語科を兼務する編輯委員であった今永茂（関東庁）は次に掲げる
寄稿「私たちの生活を歌う」のなかに、編集の苦労と喜びを率直につづっている。

20	 手記や同郷誌にみる満洲の日常は、今日の想像を超えたものがある。
（撫順の満鉄社宅街では…筆者注）…窓に厳重にはめ込まれた鉄格子…二階以上にはなかったが徹底した防犯
体制が伺える。だが、屋外の物はよく盗難にあった。洗濯物は生乾きの儘なくなった。寝具、衣類等を陽に干
していて盗られた話もきいた。子供の三輪車、玩具等を庭に放置して仕舞い忘れると朝消えている事は珍しく
なかった。（東京撫順会 2012：41）

	 こうした日常生活における日本人と中国人の経済格差は歴然であり、さらに「電車は日本人用と満洲人用に区別さ
れていた。朝鮮人は日本人に準じていた。我々は物心ついた時には、既にその様な状態が形成されていたので殊
更、奇異な感じはしなかった（東京撫順会 2012：17）」という。しかし後年、子ども同士で群れ遊ぶ中で聞き覚え
た中国語のはやしことばの内容が、侮蔑に他ならなかったことに痛みを覚える記述は多くみられる。（同掲書：６、
44）、（藤森 2013：76－77）

21	 「ごろ」とは「ごろつき」の略で、接尾語的に用いられている。
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私たちの生活を歌ふ

	 今永　茂	

しんじゅ 22 樹蔭に雀が啼いて　　　　昼も静かな編輯部。

純な心でひもとく児らを　　　　胸に描いてペンを取る。

原稿書きつゝしみじみ思ふ　　　　重いつとめ
0 0 0

をそのせめ
0 0

を。

三度四度五度書きかへかへて　　　今日も空しう日が暮れる。

こんな苦しみ誰ゆゑ嘗めよう　　　こんな苦しみ誰が知らう。

インク新たのご本を開き　　　　　生みの親なるいゝ心地。

胸がをどるよ可愛いゝ児らの　　　学ぶ姿をしのぶとき。	

のぞみ新たのご本に載せて　　　送る心のさわやかさ。

教
せ

室
き

に入ったら私の作と　　　知らぬみんなが読んでゐた。

聞くも嬉しい夕暮道の　　　あれよあの歌我が歌よ。

（南満洲教育会教科書編輯部 1932：69－71）

教科書編輯部は大連市内にあったが、現職の教師が集う困難性や勤務校の職務に重なる負
担など、多くの苦労があったことは想像に難くない。それにもかかわらず、教科書編集作業
は編輯委員たちの強い使命感 23 と自負に支えられて遂行された。石森延男（関東庁所属、	
国語・日本語・歌詞担当編輯委員）はそうした思いを詞に詠い、園山民平（唱歌科編輯委員
主査）は歌に書き上げている。

《教科書編輯部の歌》

一　	樗
しんじゅ

の花の　咲くころは、りっぱな本を　つくらうと、	 	

くるしみながらに　筆をとり、こゝの子どもに　あふやうに、ためになるよな　お話を。

二　	樗の木の葉　散るころは、きれいな本をつくらうと、	 	

印刷がかりは　大童、朝から晩まで　校正を、ちっともま違ひ　ないやうに。

三　	樗の木の芽　ふくころは、みごとな本が　でき上り、	 	

かはいゝ子どもに　手わたして、　日本の子どもも　喜んで、満洲の子どもも　喜んで。

	 （南満洲教育会教科書編輯部 1932：１）

22	 「しんじゅ」は「樗」、「神樹」とも表記する。中国北部原産のニガキの落葉高木で、「にわうるし」の別名をもつが、
ウルシとは別種である。成長が早く、並木や庭木にされることから、教科書編輯部近辺の街路樹であったと考えら
れる。

23	 1924 年の冬、渡満して間もない今永茂（関東庁所属、国語科・日本語科担当編集委員）は大連の路面電車の車内か
ら、軌道前方に近づいた支那馬車の馭者が無抵抗のまま、日本人車掌に激しく打擲されるのを目撃した。今永は「言
ひ知れぬ寂しさに禁（マゝ。耐ヵ…筆者注）へられなかった」と回想ながら、植民地における日本人教育に対して
「衆多の範として国際的協調の第一線に立つの覚悟がなくてはならぬ」と強い決意を表明している。（南満洲教育
会 1925：８月号 22－25）
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国語科・唱歌科担当編輯委員が残した詩や歌のなかには編集の重責の苦しみと共に子ども
たちの笑顔や歌声が謳われて、教育に対する理想主義的な情熱がそのまま残されている。満
洲独自の教科書編集という官民一体の事業には、経験者を含めた教師集団が主体的に関与し
ていたことは明らかであり、満洲の唱歌科教科書は、気鋭の作曲家や実績のある国語科・唱
歌科教師が参画した西洋音楽の社会化の例としてみることもできるだろう。大正期の満洲に
は帝国大学のように権威の集中する場がなく、土地の名望家もいなかったために実績のある
現職教師が編輯委員として活躍することができた。こうした編輯委員のヴォランタリズムに
よって編集された唱歌科教科書には、大正から昭和初期の倫理や文化を含む中産階級知識人
の意識が取り込まれていることが推測される。

第２節　満洲の日本人学校用教科書に関する先行研究と本研究の意義
唱歌教育を含む満洲の教育については植民地教育史のなかで研究が重ねられており、日本

人教育の特色としては独自の補充教科書の使用と中国語教育が挙げられている（槻木
2000：199－202）。さらに、日本人学校の教育の制度や方針には当初から地域差があったこと
が指摘されている。満洲の日本人教育は国際政治や異文化社会との接触の問題と無関係では
ありえず、関東洲が租借地という日本領土内の日本人学校であったのに対して、満鉄付属地
では中国人社会の中の日本人学校であったという環境の違いが大きく影響している（同掲
書：193－199、202－210）とされている。

満洲の日本人教育にはこうした特殊性があるものの、内地の教育と関連していたことも報
告されている。満洲の教育の特徴を内地の教育と比較した磯田一雄は、満洲の補充教科書編
集が新教育運動の一端として内地の教育改造運動と連動していること、また、編集方針の現
地適応主義の背景には内地との生活環境の違いだけではなく、満洲がアジア諸民族支配の壮
大な実験場であり、その後の「大東亜共栄圏」構想の原点であったという政治的側面を指摘
している（磯田 2000a：214－215）。そして、そうした社会的な力学の作用によって、教科書
編集が満洲事変・満洲国建国を分水嶺として、現地適応主義や国際理解主義から帝国の第一
線としての性格に傾斜し、政治情勢が教科書編集に結びついていることを満洲の教科書の特
徴とした（同掲書：216－229）。さらに槻木瑞生は教育目標の検討から、1932 年の満洲国建
国宣言後は関東洲以外の在満日本人の教育目標には日本精神の涵養と満洲国建国の精神の体
得が並立してかかげられたために、在満日本人は日本帝国臣民として軍事的責務を負うこと
になり、戦時体制に組み込まれていった（槻木 2000：204－211）ことを明らかにした。

唱歌科教科書の研究では、磯田は『満洲唱歌集』の特徴を内地の『尋常小学唱歌集』との
比較から概観し、満洲唱歌の歌詞内容が「在満日本人の都市での快適な日常生活」をうたっ
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ている（磯田 2000b：164）こと、そして４期（1924 年から 1944 年 24）にわたる教科書編集
の改訂内容の調査から、後に採択、編入された新曲が社会情勢の変化と関連していることを
明らかにした（磯田 2000b：150-152、161-168）。さらに磯田は国語と国史の教科書研究から、
満洲の植民地教育が新教育と関連し、満洲を題材とした教材が内地へ還流しており（磯田
1999）、教育の領域においても満洲は内地の実験的な場であったことを示した。

また、唱歌科の教育内容に関しては、関東洲の小学校では内地の『尋常小学唱歌集』『祝
日大祭日唱歌集』を教科書とした必修科目であり、1918 年頃は内地の新曲の童謡が好まれ
ていたこと、1921 年頃からは各小学校でレコードによる音楽鑑賞会が開かれるようになり、
1924 年には副読本として『満洲唱歌集』や『視唱教本』が発行され（1930 年には正規の教
科書として認定）、読譜力の養成も重視されていた（編著者不明 1932：140－146）25 とする記
録がある。

さらに、こうした資料に基づく研究ではほとんど扱われていなかった満洲唱歌の受容につ
いては、喜多由浩（2003）が満洲育ちの方々に聞き取り調査をおこない、これまで内地では
知られていなかった満洲唱歌の存在を知らしめた。喜多は新聞読者の愛唱歌《わたしたち》
の投稿記事に端を発した満洲唱歌への関心から、満洲唱歌集の成り立ちや満洲の教育につい
て取材をし、当時の生活や満洲唱歌の思い出を中心とした聞き取りをまとめた（喜多
2003）。この聞き取り調査は在満日本人の体験というだけではなく、音楽と個人の内面の関
係についての証言としても貴重である。

しかし、満洲唱歌集の制作が「自由」で「豊か」な満洲で可能になった有能な人材の活躍
に依ると読みとれることや、満洲唱歌をめぐる思い出に郷愁が強調されていることにはすで
に疑問が呈されている（日本植民地教育史研究会 2007：208-210）。聞き取り調査の結果の
検証と相対化は、研究の必要条件として重視したい。

ここで、上記の日本人教育に関する先行研究を概観すると、国定教科書の補充を目的にし
た教科書編集事業は新教育思想を志向しており、南満洲全域の日本人子女の教育の改良を目
ざした壮大な計画であったことがうかがえる。また、実力のある現職教師を編輯委員として
招集して作成された教科書の研究からは、新教育思想に内在していた帝国的膨張主義などの
問題や、満洲と内地の教育界とのつながりも確認されている。

しかし、歌が「国民的」な知覚様式や世界観を形成する手段として期待されていたとする
知見（山東 2008）26 に向き合って、満洲の唱歌教育を新教育の観点から詳しく分析した研究
や満洲の唱歌教育と在満日本人の生活や文化概念、社会意識との関連について検討した論考

24	 ただし、第三期と第四期の教科書は一部しかみつかっていない（磯田 2000：152）とされている。
25	 この調査には、竹中憲一（2000a）『「満州」における教育の基礎的研究』に負うところが多い。竹中は法規や関東

洲と満鉄付属地の教育史、教育機関誌、記念誌、統計などの資料に基づいて、日本人子女の教育のための法律や主
要な教育機関の状況、教育内容を概説し、典拠を明示している。

26	 山東功（2008）４章・６章にくわしい。
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は見当たらない。満洲の学校教育の経験は戦前の外地の日本人教育としても、多くの示唆を
含んでいるはずだ。満洲独自の唱歌を歌って育った人たちの回想には音楽教育の観点からも
注目すべき内容が含まれており、その多くには音楽とアイデンティティの問題が内在してい
る。満洲で教育を受けた人びとは敗戦によって故郷から切り離された存在となり、国民アイ
デンティティと文化アイデンティティが単一と信じられていた内地に、無防備なままで参入
を余儀なくされた。内地とは異なる文化アイデンティティを持ち、引き揚げ者として冷遇さ
れた人びとの当惑は想像に難くない。それゆえに、満洲の唱歌教育の記憶のなかからは、集
団的な敗北と喪失を経験した人たちと歌の関係につながるものが見つかる可能性がある。

本論の中心である教科書研究は、内地の思潮との関係と満洲の教育事情の抽出のふたつの
観点から進めた。まず、内地との関連では当時の教育思潮や日本語のヴォカリゼーションに
関心を寄せていた音楽界の気運に照らし、満洲の教育の独自性は「教育実際家」であった編
輯委員の自己了解と内省に注目しながら分析した。そして、受容の調査では、歌の記憶と満
洲の生活経験とのつながりを重視して検討した。

独自に編集された唱歌科教科書の内容と受容の調査から、内地では規制され、減衰していっ
た大正新教育に内在していた可能性（あるいは限界）を見届けたい。

第１章　声とことばのメディア性とその受容

教科書調査には、戦後に復刻された三種の『満洲唱歌集』の中からもっとも充実した内容
のものを選び、当時の教育界にあった声とことばのメディア性への関心と、教科書内容の関
連を見ていった。唱歌教育の受容の調査には知己とその友人や親族の協力をお願いした。

第１節　調査の対象
教科書調査の対象は、大正末期から日中戦争開始までの第一期・第二期の唱歌科教科書と

し、『在満日本人学校用教科書集成』第７巻（磯田・槻木・竹中・金編 2000）に収められて
いる『視唱教本』と『満洲唱歌集』を用いた。

さらに、南満洲都市部の進学率が非常に高かった 27 ことから、唱歌科の学習目標を連続的
にたどることで明確化できると考えて、『満洲唱歌集』高等小学第一学年用（1938）と『満

27	 関東洲の進学率について、竹中憲一は 1922 年から 1931 年の学事統計資料から 96.9％を算出している。満鉄の学事
統計資料（1923）では 67.5％となり、尋常小学校を卒業後に就職する生徒は少数であったことがわかる。こうした
傾向は旧在満日本人の記憶の中にも確認でき、手記には「小学校を卒業すれば女学校へ行く、というのを当たり前
のように考えていた」（藤森 2013：282）、同郷誌には「高校進学率が九十何パーセントかになったと報ぜられてい
る（1984 年当時…筆者注）が、そんな事は撫順では半世紀も前に実現していた」とあり、聞き取り調査においても
満洲都市部の進学率は高かった。

ほとんどみんなが中学に進学した。大連には高等小学校もあったが、僕らの組から行った人間はいたかなあ。（大
連：太田豊さん 2011）
進学率は高かったですよ。学校によっては 100 パーセントのところもあったと思います。（新京・哈爾濱：吉
岡数子さん 2010）
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洲新中等唱歌』巻一・巻二（1937）も参照した。
満洲の唱歌教育の受容に関しては満洲で育った人の手記や同郷会誌の調査に加え、敗戦時

に小学校（国民学校）六年生以上の年齢であった９人（生年：1923 年、1926 年、1927 年：
３人、1930 年、1931 年、1932 年：２人）に満洲の唱歌教育と生活についての質問紙調査を、
さらにそのうちの５人に聞き取り調査を依頼した。９人の協力者の小学校在学の時期は、第
一期・第二期の教科書が刊行された時期と完全には一致しないが、満洲唱歌の学習が学校内
にとどまらず、家庭内では兄姉から、遊びのなかでは上級生・友人・知人などからの聞き覚
えでも親しまれていたこと、さらに唱歌科教科書の内容が大きく変更された第三期以降にも
教室内に『満洲唱歌集』が常備され、授業で使われていた（吉岡数子さん 2010）ケースが
あることから、全員を満洲唱歌の学習経験者と見做しても妥当であると判断した。

研究の方法としては、複数の分析法を併用しながら、満洲と内地の唱歌科教科書と比較す
ることで満洲の唱歌教育の先進性や独自性をみていく手法を考えた。また、満洲の唱歌教育
の内容とその影響については質問紙調査を計画した。

しかし、満洲の教科書編集の特徴は、各科の編輯委員が有能な現職教師（あるいは経験者）
であっただけではなく、全員が満洲の都市に居住する生活者で、満洲の暮らしの現実を肌身
で体験していること 28 にある。中国の都市で目にする風景や色、街の中で聞こえる音や声、
そして匂いや寒気、黄砂など、外地で覚醒した感性のあり方は満洲の新しい唱歌科教材の作
詞や作曲にも影響したに違いない。そこで、教材の内容を創作の立場から評価するために、
この時期までの歌のメディア性に関する議論の動向を参照しながら分析の尺度を決めた。

第２節　国民形成のメディアとしての声とことば
内地の唱歌教育を設立の時期にさかのぼっていくと、唱歌科は主権国家の国語教育の一翼

を担うことを期待（目賀田：1878）された科目であった（山東：2008、奥中：2008）ことが
わかる。ことばが国民形成の役割をもつことは早くから認識されており 29、国内のことばの
統一は主権国家形成の喫緊の課題であった。ことにお国訛りの存在するはなしことばは発音
の標準化を必要としており、声による正確で円滑な情報伝達は広域化する経済活動や軍隊の
指揮のためには不可欠のことであった。読本科の五十音練習、唱歌科の発音・発声練習	

28	 唱歌科主査であった園山民平は、満洲の土地に根差した新しい歌は、満洲の生活を知る者によって作られるべきだ
と考えていた。このことは、教材作成を内地の名家・名作曲家に委嘱する、としていた当初の編集方針に対する反
論の中に明確にみられる。

…満蒙の景物に接触しない内地の名家が、果たして真に満洲の子供に適した郷土材料を作成する事が出来るか
どうか、という疑問をいだいた…（南満洲教育会教科書編輯部 1932：48）

29	 唱歌教育設立に尽力した目賀田種太郎は、文部大輔田中不二麿に宛てた私信「我公学ニ唱歌ノ課ヲ興ス仕方ニ付私
ノ見込」（1878 年４月 20 日付）のなかで「……抑公学ノ大要ハ人ノ其ノ平生ノ要務ヲ達セシムル様ニ教フルニア
リ、斯ク教フルニ緊要ナル学課ハ国語ヲ舌モテ又筆モテ正シク用ヰルト数学ノ大要トニ可有之ト存候、……」とし、
同年、メーソンに宛てた手紙にも同様の意見を記している。「……As	I	understand	the	chief	design	of	 the	public	
school	,	is	to	prepare	men	for	their	ordinary	business	of	life	,	and	the	most	important	studies	to	be	taught	are	the	
correct	use	of	the	language	with	tongue	and	pen	and	fundamental	processes	of	mathematics	……」（「メーソン推
賞其他ニ関する目賀田意見（英文）」）（『目賀田種太郎関係文書』東京芸術大学図書館蔵）
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（ア―エ―イ―オ―ウ）や音階練習（音の高低関係の理解と制御）は日本語の声の標準化の
ための具体策でもあった（平尾 2013：149）。そして、その後も唱歌教育が国語教育と関連
づけられていたことは、文部省検定による最初の唱歌集が『小学読本』の韻文に歌詞を採っ
た『読本唱歌集』であったことからも明らかである。

一方、明治期の国語教育では書きことばの統一によるコミュニケーションを目的に読み書
きが重視されていたが、大正期の読本教育では文字の読み方学習にとどまらず朗読法が研究
されるようになり、文章や詩歌の内容を正確にわかりやすく伝達するための分節化の技法で
あるアタック、ブレス、ポーズの指導にも注意が向けられていく 30（福岡女子師範学校附属
小学校国語部 a 1925：B - 四・六）。明治の学制頒布後に始まった読方の教育では『童蒙必
読単語篇』などの訓読の高唱を中心に 31、「文字語句の形式尊重」を目的とするものであった
が、しだいに「思想感情意志を表現する基礎的能力の涵養」（福岡女子師範学校附属小学校
国語部 b 1925：１）に意識が向けられるようになっている。

唱歌教育においてもことばに対する関心は高く、東京高等師範学校で附属小学校訓導を兼
任していた田村寅蔵（1873-1943）と学習院の納所弁次郎（1865-1936）の作曲、東京高等師
範学校同僚の石原和三郎（1865-1922）、田邊友三郎の作詞による『教科適応幼年唱歌』（1900
年）は言文一致の唱歌であった。田村らは、最初期の唱歌科教科書であった『小学唱歌集』
の難解な文語の歌詞や子どもの心情に合わない旋律を批判 32 し、現職教師としての実践経験
と子どもを子どもとしてとらえる児童観に基づいて、ことば（日常語）、歌詞内容、旋律を
子どものまなざしで創作した。さらに 1918 年に雑誌「赤い鳥」を創刊した鈴木三重吉の子
どもたちの素朴な感情を尊重した活動は、作家、作曲家、画家にも広く支持された。誌上に
掲載された新しい童話・童謡の人気の高さは、翻って旧来の小学校の綴り方、唱歌、図画の
教育内容や教育方法の批判ともなり、ことばや声を介した個人の内的現実の表現や伝達性が
重視されるようになった（山本 2014：234-237）。

こうした思潮の流れの中で、大正末期には歌唱指導も変化している。母音の多い日本語を
わかりやすく、美しく響かせるために「ン」や促音を自然なレガートで歌う方法（草川
1924：	201-202、204-205）や、歌詞の意味や情感を伝えるためにアタック、ブレス、ポー
ズを意識する必要についても言及（草川 1924：85、306-307）されるようになっている。

30	 「Ｂ-四、アクセント」の項では「理想としては東京の標準アクセントにする。当分は当地のアクセントによっては？
朗読のアクセントは単語のアクセントではなく文のアクセントであってほしい」、「六、音の休み」では「読点は半
息　句点は一息　節の終りは一息半位の心持で音を休む」など、具体的な提言がなされている。

31	 1872 年の文部省「小学教則概表」によれば、下等小学（六歳から十歳）の学習内容は「洋法算術」以外はすべて国
語学習に関するものになっている。科目名は、綴字、習字、単語読方、洋法算術、修身口授、単語韻誦、会話読方、
単語書取、読本読方、会話韻誦、地理読方、養生口授、読本輪講、地理学輪講、窮理学輪講、書牘、各科温習。（文
部省『学制五十年史』1922：39－40）

32	 こうした子ども中心の意見は唱歌教育の初期から存在はしており、伊澤修二は『小学唱歌』（1892 年）の冒頭に子
どものことばで書かれた《おほわた》《ゑのころ》を配置している。さらに、言文一致唱歌の嚆矢としては明治 34
年発刊の『幼稚園唱歌集』があげられ、東くめの作詞と滝廉太郎の作曲による《水あそび》、《お正月》などは今日
でも愛唱されている。
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これらの内地の指導方法や歌唱観は、満洲と内地の教師に交流や移動が確認できることか
ら、満洲の唱歌教育にも接続されたと考えられる。そこで、満洲の唱歌科教科書の調査と分
析では、『満洲唱歌集』を日本語のヴォカリゼーションの観点から概観し、大正期の新教育
のトピックに照らして、評価の観点を求めた。

大正から昭和初期にかけての唱歌の指導方法の内容は耳で聞いてわかる歌唱が求められて
いたことを示唆しているので、大正期の童謡や唱歌に関する議論を参照しながら歌詞の分節
化に注目し、尺度を設定 33 した。分析の尺度としては、唱歌科編輯委員が曲作りに苦心した
であろう要点―修辞法（文体（口語調か文語調か）、声喩（オノマトペの有無）、形式（こ
とばの反復、対句・平行）、主体とそのまなざし、ことばのリズム（等時性、特殊拍などの
リズムの書法）、ことばと旋律の関係、旋律の特徴（終止、拍子、音域、速度）―を設定し、
日本語のヴォカリゼーションの観点から『満洲唱歌集』の歌の分析をおこなった。

また、『満洲唱歌集』のなかに、満洲の生活の中で耳にした中国の音や声、ことばや気候、
風景と向き合って作品化された曲が多く含まれていることに着目して、満洲唱歌のメディア
性を検討し、さらに歌詞に埋め込まれた価値観の抽出を試みた。在満日本人社会の創出や「民
族協調」を編集方針として作成された満洲唱歌には、編輯委員が共有していた社会意識が抽
象化されて内在すると考えられるので、それらを歌詞の内容分析によって見ていった。

まず、『満洲唱歌集』の歌詞のなかで謳われている人物に着目して選曲し、性別と国・民
族 34 の別に文意と表象内容をみた。そして、この内容分析の結果から恣意性を排除するため
に、定量テキスト分析を併用し、結果を文献調査 35 によって検証した。定量テキスト分析で
は全曲の歌詞から頻出語を抽出し、頻出語を中心にしたキーワードの語と語のつながりを追
うことで、満洲唱歌に内在する編輯委員の関心や理念をみていった。

第３節　唱歌教育の受容
内地の唱歌教育研究で取り上げられている事柄について、質問紙調査と聞き取り調査をお

こなった。質問紙調査の内容は、唱歌の学習方法、読譜指導、合唱経験、儀式唱歌、鑑賞、
朝礼時の歌唱、はやり歌を含む愛唱歌、唱歌教育の思い出についての項目に加え、学校の教
育設備や教育環境、満洲の生活についての自由記述を含み、聞き取り調査ではそれらの結果
の補足を行った。

33	 この尺度の設定には金田一春彦（1995）『童謡・唱歌の世界』、秋岡陽（2003）『自分の歌をさがす―西洋の音楽
と日本の歌』で指摘されている問題を参考にした。

34	 国・民族別の分析では歌詞に表れた人物だけではなく、曲名に国や民族の名称が用いられているものを含めた。
35	 同時期に刊行された教科書である『満洲補充読本』、『満洲地理・歴史資料集』、満洲育ちの方の手記、同郷誌（東

京撫順会）、機関誌（南満洲教育会『南満教育』）、同窓会関係資料（旅順高等女学校、大連弥生高等女学校、撫順
高等女学校）、満鉄・関東庁の史料（『満鉄付属地経営沿革全史』上巻、『関東州教育史』第二輯）を参照した。
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しかし、調査の協力者の出身地に偏りがあって、関東洲と満鉄付属地の教育内容にかなり
の違いが確認されるのにもかかわらず、満鉄付属地で育った方にはひとりしか会うことがで
きなかった。それゆえ、この調査は音楽教育の問題として重要な課題を含むが、地域差に言
及するには事例数の差が大きすぎるので、本稿ではその重要性を指摘するにとどめる。

第２章　教科書調査の結果

調査結果を先に述べると、満洲独自の唱歌科教科書には、大正新教育で高唱された児童中
心主義や自学自習、郷土教育などがさまざまな形で具体化されていた。これは、当初の教科
書編集事業が国定教科書の補充を目的としていたことの当然の帰結ではあるが、新しく作ら
れた満洲の子どもたちのための歌である「満洲唱歌」は、この後、内地で人気のあった「童
謡」が退潮していったこととは異なる経緯をたどることになる。

内地の「童謡」は子どもたちに歓迎されたが、教育関係者からは「安価な感傷美」として
批判され（小学教育研究会 1930：305）、1931 年には文部当局によって学校から排斥される。
しかし、『満洲唱歌集』は関東庁によって正規の唱歌科教科書に指定（関東庁告示第 52 号
1930）されていたので、「満洲唱歌」のかずかずは教科書の歌として歌い継がれることになっ
たのである。

では、こうした内地とは異なる唱歌科教科書の内容を、三つの観点―内地の教育思潮と
の関係や日本語のヴォカリゼーションとしてのわかりやすさ、さらに、満洲の生活から紡ぎ
だされた歌詞の特徴―から見ていこう。

第１節　内地の教育思潮との関係
満洲独自の唱歌科教科書の特徴を、当時の内地の教育界や音楽界の関心に照らしながら見

ていく。まず、新教育のトピック―自学自習・児童中心―が唱歌科教科書であった『満
洲唱歌集』と『視唱教本』のなかにどのように表れているか、さらに当時の音楽界と教育界
が共有していた新しい日本語の歌への意欲がどのように作品化されているか、内地の唱歌科
教科書との比較から検討した。

第１項　新教育
１）自学自習
①　編集の工夫

『満洲唱歌集』の目次は、第一期から子どもが自分で読めるようにすべての曲目が仮名で
表記され、自学自習への配慮がなされている（図１右側）。
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図１　 目次にみる編集方針の違い  
『新訂尋常小学唱歌集』と『満洲唱歌集』

一方、内地の唱歌科教科書では『新訂尋常小学唱歌集』（図１左側）においても、「鳩」「池
の鯉」などの漢字が用いられている。ことに「紙鳶の歌」の表記は子どもが一人で読むこと
は困難であろうと思われることに比べると、同時期の満洲の教科書には児童の心情を尊重
し、自発的な学習意欲を引き出して育てるための工夫がなされている。

②　読譜力養成のための『視唱教本　上・下』
自学自習への配慮とは、具体的には子どもたちが小さな成功経験を重ねることによって、

「知る」楽しさや「わかる（できる）」喜びを実感できるように課題の難易を調整すること
である。五線譜の読譜力養成のための教科書である『視唱教本』上巻・下巻の内容には、こ
うした配慮が随所にみられる。

『視唱教本』は、歌唱指導に際して簡単な数字譜を用いるか五線譜を用いるかの議論の末
（1922）に編集された（1930）（編著者不明 1932：191）もので、練習課題は短く、課題の
ほとんどは二小節で構成され、初歩の楽典の習得も考慮しながら段階を追って丁寧に編集さ
れている。

取り扱われている記号と内容は、上巻では読み方練習が多く、二分音符、四分音符、八分
音符、四分休符、付点音符、タイとハ長調の四小節課題、下巻では歌い方練習が多くなり、
十六分音符、八分休符、全音符と拍子（4/4、2/4、3/4、6/8）、上拍、ス

マゝ

タカットの歌唱法
に加えて、ハ長調、ヘ長調、ト長調、ニ長調の練習課題（八小節か十二小節）になって	
いる。

『視唱教本』の特徴は、すでに出版されていた信時潔訳『コールユーブンゲン』にはみら
れない「読み方練習」（音高を無視して階名を読むだけの課題）と、「聴き方練習」として「各
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音の関係を正確に会得せしむるために楽器にて奏する音を児童自ら階名を考察、歌唱せし
む」（磯田・槻木・竹中・金編 2000：102）課題が含まれていることである。

「聴き方練習」は読本教育における聴き方―教師やレコードによる模範朗読の傾聴―
の奨励と軌を一にした学習方法である。読本指導では要である標準語が東京の中産階級のこ
とばづかいを基にしていたため、東京以外の土地で標準語の発音やアクセント、イントネー
ションを習得することは困難であった。そのため、音声としてのことばの標準化は現実的に
はラジオ放送やレコード、蓄音機の普及を待たなければならなかった。こうした傾向は、西
洋の音階で書かれた唱歌の練習においても同様で、地方の子どもたちは西洋音楽の演奏を聴
いた経験がほとんどないのが現実であった。それゆえ、歌の旋律を模倣するときには教師の
範唱や容易に音高を確かめられる楽器を奏して、模範となる声や音高をしっかり聞きとる必
要があった。聴き方練習は唱歌科における傾聴の訓練である。

こうした『視唱教本』の聴き方、読み方の練習課題は、五線譜をはじめて学習する児童を
中心にした発想であり、内容と構成には新教育思想の影響が強く感じられる。

２）児童中心主義
①　親しみやすいことばと内容

歌詞は口語が中心で、小学一学年用から四学年用の教科書には子どもたちが日常で使うは
なしことばが多くみられる。さらに、一・二学年用教科書には子どもたちが親しみやすく、
直観的理解につながるオノマトペや擬人法がよく用いられて、特徴的である。
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譜例１　 歌詞にオノマトペが多用された例  
第一期『満洲唱歌集』第一・二学年用　1928 年四版　（初版は 1924 年）

譜例１の《たかあしをどり》は縁日や祭りのときに鳴り物入りで登場する高脚踊りを題材
とした歌で、子どもたちに人気があった。歌詞の半分以上は「ピーヂャン」、「ヂャンヂャラ」、
「ヂャン」などのオノマトペや、ことば遊びのような反復「ノッポノポッポッポ」（二番）
で構成されている。オノマトペや擬人法は学年を追うごとにしだいに減少して頭韻や脚韻で
整えられた歌詞が多くなり、一行・一節のなかに同じ頭字をもつ語を列記する頭韻や脚韻、
対句の双韻が、音声化された日本語の語感を高めている。

また、第一期『満洲唱歌集』の《風》の歌詞では五感を開いて世界と向き合っている子ど
もの感じ方が大切にされており、嗅覚で感じる風を謳い込んでいる。
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《風》

一　	風の姿はおもしろい。雪の原のは銀の風。砂の丘のは黄いな風。	 	

桃の里では赤い風。草の山では青い風。　

二　	風のにほひは　をかしいな。夕立風は土くさい。やなぎの風は水くさい。	 	

煙突風は炭くさい。電気くさいは煽風機。　　　

	 第一期『満洲唱歌集』第三・四学年用　1928 年　（初版は 1924 年）

《風》の二番の歌詞にある嗅覚に関わる内容は『尋常小学唱歌集』・『新訂尋常小学唱歌集』
の歌詞にはみられず、子どもならではの新鮮な発見を表現したものといえるだろう。このほ
かにも、満洲唱歌の中には子どもが感じるさまざまな心情が詠われているが、不安や悲しみ
は間接的な表現法を用いることによって効果的に抑制され、感傷に流れていない。こうした
編集方針には、内地の「赤い鳥運動」のなかで歓迎された新しい「童謡」が、教育界や音楽
界の識者からは「安価な感傷美」として批判を招き、学校教育からは退けられていった（小
学教育研究会編 305：1930）ことが意識されていたのだろう。満洲全域の日本人子女のため
の教材作成の、真摯な取り組みの様子がしのばれる。

②　生活のことばとしての標準語
満洲唱歌集の歌詞は標準語を基本にして書かれている。低学年用の歌詞にみられる呼びか

けには「食べに来い」や「出てこい」などの命令形ではなく「スベッテ　ヨンドイデ」のよ
うに対話調のものが多く、童謡にみられるような俗語（「なっちゃって」・「いっちゃった」
などの東京方言）は見当たらない。

満洲都市部には日本全国から人が集まっており、原籍地の異なる日本人社会の統合のため
には、はなしことばは標準語でなければならなかった。たとえば、商業都市であった大連市
在住の日本人の原籍地は全国に広がっており、沖縄、朝鮮、台湾、樺太出身者も含まれてい
る（井上編 1935：24-25）。原籍地の分布状況は学校も同様で、寄宿舎のあった旅順高等女
学校の昭和５年度卒業生 164 人の原籍地は全国 41 の道府県におよんでいる（旅順高等女学
校 1930：卒業生人名簿）。こうした人的環境のなかで営まれる社会生活では、お国訛りや方
言による混乱を避けるために標準語によるコミュニケーションが要請されるのは必然であ
り、標準語は小学校から奨励されていたことが質問紙調査でも確認された。

そして、標準語は満洲以外の外地でも奨励されており、標準語の普及は日本人の海外進出
と関連している。
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第２項　新しい日本語の歌への意欲
新しい教育思想が内地に広がった時期は、童謡運動がもたらした新しい歌が喜んで受け入

れられた時期でもあった。当時の音楽界では耳で聞いてわかる新しい歌づくりが模索されて
おり、著名な作曲家の山田耕筰（1886－1965）が歌曲の作曲に際して、ことばのアクセント
を反映させる方法に腐心していたことは、よく知られている。当然ながら、こうした意欲は
山田耕筰と同世代で、活動を共にしていた唱歌科編輯委員にも共有されていたはずである。

では、新作である『満洲唱歌集』には、新しい日本語の歌づくりへの意欲はどのように具
体化されて表れているのだろうか。歌詞のことばの特徴や「耳で聞いてわかる」工夫―日
本語のヴォカリゼーションに対する意識に注目して、五つの観点―芸術教育、音声化され
た日本語のわかりやすさ、歌詞の構成、国文学の伝統との関連、規範とした音楽―から見
ていこう。

１）芸術教育
『満洲唱歌集』は第一期（1924）の緒言から一貫して唱歌が詩と歌が一体化した「歌曲」

であることを明言している。『尋常小学唱歌集』（1911）の緒言が「曲譜」「歌詞」の別を取り、
『新訂尋常小学唱歌集』（1932）が唱歌を何かを教えるための「教材」としていることよりも、
芸術教育の立場が明快である。

２）音声化された日本語のわかりやすさ
歌詞と旋律の関係では、低学年から高学年になるにつれてはなしことばの等時拍やアクセ

ント、強勢を保ったものから次第に流動化して、旋律的な流れになる傾向がある。
大正期の音楽界では耳で聞いてわかる日本語の歌の創造が課題とされていた 36 が、満洲唱

歌にははなしことばのリズム―音節やモーラよりもビート―が活かされ、撥音や促音を
レガートで歌う工夫が随所になされている。ことばのビートは語気、語調と結びついており、
拍のとらえ方は話し方のスピードによって変化するが、低学年用『満洲唱歌集』の歌詞に多
く見られるオノマトペは、ビートを重視した作曲法によって生気を帯びて感じられる。

はなしことばのリズムが歌に生かされていることを、譜例２の《うさぎうま》からみてみ
よう。

36	 ことばを変えると、わかりやすい日本語の詩と西洋音楽が融合した新しい歌を創作することである。秋岡陽は山田
耕筰と団伊玖磨を例にして、新しい創作の試みについて説明している。（秋岡 2003：70－111）
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譜例２　 分節化の例－１ 
第一期『満洲唱歌集』第一・二学年用　1928 年四版　（初版は 1924 年）

「うさぎうま」とは耳の長いロバを童話風に呼んだもので、ロバは満洲の農家の労働を助
ける家畜として飼われていた。《うさぎうま》の冒頭には、早朝、粉ひき作業のために曳い
ていかれるロバの首に着けられた鈴が、歩みに合わせて揺れて鳴る様子が「コロリン、カラ
リン」と一拍で書かれ、満洲の朝の始まりの音を表している。

譜例３　 分節化の例－２ 
第一期『満洲唱歌集』第三・四学年用　1932 年八版　（初版は 1926 年）

譜例３の《こな雪》は『満洲補充読本四の巻』（1933 年初版）の韻文がそのまま歌詞に用
いられており、受容の質問紙調査においてもよく記憶されていた歌である。冒頭部の「サラ、
サラ」が四分音符ふたつで表記され、さらにスタッカートが付されたことによって、厳寒の
地に舞うパウダースノーの軽やかさが感じられる。まさに耳で聞くだけで良くわかる日本語
の歌である。
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日本語のはなしことばのリズムは等時拍が基本であるが、同時期の読本科の朗読法の研究
は、特殊拍としての拗音、撥音、促音、長音に対する指導に言及している（福岡女子高等師
範学校附属小学校国語部 b 1925：６）。唱歌科教材をことばと旋律が一体化した歌曲として
考えると、唱歌科では日本語のリズムをどう表記するか、どう歌うかが課題であった。

拗音、撥音、促音、長音などの特殊拍の表記の工夫は、内地の『尋常小学唱歌集』と『新
訂尋常小学唱歌集』のなかにもみられ、大正から昭和初期の唱歌教育界ではことばの分節化
への関心が高かったことが読みとれる。こうした日本語のヴォカリゼーションに対する意識
の変化を、文部省編纂教科書にある《人形》と《案山子》の楽譜の表記からみてみよう。

まず、譜例４の『尋常小学唱歌集』（1911）第一学年用の《人形》では、第５小節から第
６小節目「メ　ハ　パッチリ　ト」の撥音のリズム表記が四分音符の等時拍であるのに対し
て、譜例５『新訂尋常小学唱歌集』（1932）では二分音符を用いてレガートで歌える工夫が
なされている。

譜例４　 文部省編纂教科書にみる促音の表記 
『尋常小学唱歌集』第一学年用　1911 年

譜例５　 文部省編纂教科書にみる促音の表記の変化  
『新訂　尋常小学唱歌集』第一学年用　1932 年
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また、譜例６の『尋常小学唱歌集』第二学年用（1911）の《案山子》では第３小節目の「イッ
ポン　アシ　ノ」の促音と撥音のリズムが八分音符の等時拍の表記であるのに対して、譜例
７『新訂尋常小学唱歌集』第二学年用（1932）では四分音符を用いたことばの自然なリズム
に変更されている。

譜例６　 文部省編纂教科書にみる促音・撥音の表記 
『尋常小学唱歌集』第二学年用　1911 年

譜例７　 文部省編纂教科書に見る促音と撥音の表記の変化 
『新訂　尋常小学唱歌集』第二学年用　1932 年

当時の音楽界や唱歌教育界では泰西名曲の替え歌ではなく、だれもが聴解可能な日本語の
歌への創作意欲が共有されていたが、『尋常小学唱歌集』（1911）と『新訂尋常小学唱歌集』
（1932）刊行の間に編集された第一期『満洲唱歌集』（1924-1927）には、はなしことばのビー
トを生かして分節化された旋律が多い。内地の音楽界にあった新しい日本語の歌づくりへの
気運は、1923 年の関東大震災の被害を受けなかった満洲独自の唱歌科教科書のなかで先行
して実現していたのである。そして、こうした満洲唱歌教育の先進性の背景に、すでに内地
の唱歌教育の第一線で経験を積んでいた島田英雄や園山民平らの尽力と、それを支持した現
職教師の存在が見てとれる。

３）明快な歌詞の構成
歌詞の多くはわかりやすい構成で、同語反復や対句、平行などの修辞法でよく整えられて

いる。反復の技法は、低学年においてはリズムを整え、ことばを音としての楽しむ効果があ
り、学年が進むにつれて意味を固定する役割に変容している。
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たとえば《バクチク》では、各節とも前半部をくりかえすことで現地の風習を興味深げに
眺めている様子がよく伝わってくる。中国人が街に潜む悪魔を退散させるために鳴らす爆竹
は、大きな音で人を驚かし、日本人の子どもたちの関心をひきつける。国語科教科書の『満
洲補充読本』一の巻には、旧正月に爆竹を鳴らす風習を取り上げた文章があり、《バクチク》
は共存のための理解を促す合科学習の教材になっているが、竹中憲一は「日本の節分の鬼追
いのマメをバクチクに見立てたものであり、「満蒙の景物」と「内地」の風俗を融合させた
もの」（竹中 2000a：249）であるとして、日本の風習を基にした現地理解のあり方に言及し
ている。

《バクチク》

一　	バクチク　パチパチ　パチパチ、コオニ　ガ　ニゲル。	 	

アッチ　ノ　ハウ　ヘ　ニゲル。コッチ　ノ　ハウ　ヘ　ニゲル。

二　	バクチク　パチパチ　パチパチ、コオニ　ガ　ニゲル。	 	

ビックリシテ　ニゲル。アワテテ　ニゲル。

三　	バクチク　パチパチ　パチパチ、コオニ　ガ　ニゲル。	 	

ミンナ　ミンナ　ニゲル。ノコラズ　ニゲル。

	 第一期『満洲唱歌集』第一・二学年用　1928 年四版　（初版は 1924 年）

また、高学年用の教材である《土まんじゅう》はト短調、四分の四拍子の曲（♩＝ 92）
であるが、歌詞の起結の部分が同一の構成になっており、ことばやフレーズを重ねることに
よって感情に訴える効果をだしている 37。

《土まんじゅう》

一　	野原にぽっちり　さびしさう。だれのお墓か　土まんじゅう。	 	

お日の照る日も、曇る日も、風の吹く日も、雨の日も、	 	

かばってくれる　人もない。野原にぽっちり　さびしさう。

二　	野原にぽっちり　さびしさう。だれのお墓か　土まんじゅう。	 	

あたりに花は咲くけれど、あたりに鳥は啼くけれど、	 	

たづねてくれる　人もない。野原にぽっちり　さびしさう。

	 第一期『満洲唱歌集』第五・六学年用　1932 年七版　（初版は 1927 年）

37	 《土まんじゅう》は第二期『満洲唱歌集』第六学年用（1936 年改訂版　初版は 1929 年）にも掲載されているが、歌
詞と調性（ト短調）は同一ながら旋律は大きく異なっている。日本の国民教育史を唱歌教材でたどった鷹野良宏は、
この歌が「土まんじゅう」を原住民の無縁仏の墳墓として「さびしさう」という子どものことばで憐れんでいるこ
とに、支配者意識が内在していると指摘している（鷹野 2006：213）。
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４）　国文学の伝統の希薄さと新しい韻律の試み
低学年用の教材にオノマトペが多く、子どもの生活が題材になっていることに比べると、

高学年用では歴史や理念を題材にした文語（調）の叙事詩が増えて、内容や用語も変化して
いる。

ところが『満洲唱歌集』の歌詞には、『尋常小学唱歌集』にみられる係り結びのような国
文学の伝統や、「仁田四郎」を「にたんのしろう」と読み習わす平家物語や浄瑠璃の声の伝
統はつながれていない。むしろ、高学年用にみられる文語体の歌詞には漢字の熟語が用いら
れ、韻も「白光紫光」、「壮観奇観」（《黒龍江の解氷》）のように漢字の音読みに依っている。

《黒龍江の解氷》

二　	解けてくだくる　音ものすごく　みだれて下る　厚氷	 	

白光紫光　かゞやき映えて　くるひみなぎる江上の	 	

壮観奇観　まなこくるめく。

	 第二期『満洲唱歌集』第六学年用　1936 年改訂版　（初版は 1929 年）

このように、満洲唱歌の作詞者が抱いていた、声として発せられる日本語の音韻やリズム
に対する関心は非常に高い。そして、歌詞の音数律も伝統的な七五調や五七調にとどまらず、
一曲のすべてが四＋三の七音に整えられた作品も見られる。

《閑院の瀧》

一　	人里遠く　わけ入
い

る山
や ま ぢ

路、　　百
も も ち

千の鳥は　梢にうたひ、	 	

ほとゝぎすさえ　しば鳴く真昼、　　いづこかひゞく　水音涼し。

二　	みどりの木
こ か げ

蔭　照る日ももれず、　　巌
いはほ

のはだへ　苔むすところ、	 	

落つるや水のしらべも高く、　　沫
しぶき

はちりて　夏さへ寒し。

三　	銀
ぎ ん が

河のながれ　あふれてこゝに、　　とびちる珠
たま

の　真
ま

清
し み ず

水きよら、	 	

畏き宮の　御
み あ し

足をしばし、　　とめまゐらせし　閑
かんゐん

院の瀧
たき

。

	 第二期『満洲唱歌集』第六学年用　1936 年改訂版　（初版は 1929 年）

《閑院の瀧》の詩は七音の音数律による作品であり、作詞を担当した国語科編輯委員が有
能な教師であると同時に、意欲的な表現者であったことを証している。『満洲唱歌集』には、
新しい日本語の歌を作ろうとする意志が作詩の領域においても明確に表れており、題材の選
択だけではなく、声としてのことばの韻律に対する関心も高い。先に、序章で紹介した歌詞
担当編輯委員のふたつの詩も、口語の定型詩であったことを思い起こしてみよう。「私たちの
生活を歌ふ」は七・七・七・五の音の連続で構成され、「教科書編輯部の歌」は七五調に整え
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られている。口誦すると語音の流れのリズム感が心地よく、ことばの意味の内容だけではな
い、感覚的な魅力がある。明治の唱歌では歌詞のことばの品格に配慮がなされていたが、満
洲唱歌の歌詞には語音の響きのつながりに快感がある。そして、歌詞の中には生活の場で聞
こえる満洲の声も取り込まれて、中国の地名以外の中国語やロシア語の単語も散見される 38。

５）　規範としての西洋音楽
『満洲唱歌集』の歌詞には日本語化された中国の音や声がとりこまれている（後述：第２

節第２項の３）が、現地の文化は「幼稚」39 とされていたので中国人に愛唱されていた歌は
含まれず、すべてが西洋音楽の語法で書かれた日本人による新曲である。

第一期『満洲唱歌集』は 60 曲、第二期『満洲唱歌集』は第一期『満洲唱歌集』を基に拡
充した 104 曲で構成されている。そのうち、第二期『満洲唱歌集』には第一期『満洲唱歌集』
の歌詞に別の旋律がつけられたものが４曲あり、旋律の分析対象は 131 曲であった。ほとん
どの旋律が長調で、低学年に五音階や主音以外の音で終止して余韻を残す作品が多い。ヨナ
抜きは 26 曲、一音をのぞくとヨナ抜きというのがさらに 10 曲あり、ピョンコ節は２曲であっ
た。旋律の動きには中国民謡や流行歌を思わせるものが含まれている。

表１　第一期・第二期『満洲唱歌集』の旋律の特徴

『満洲唱歌集』の旋律の特徴を終止に着目してみていくと、学年を追うごとに属音から主音、
導音から主音の進行が増えることやドッペルドミナントの使用がみられるなど、ドミナントモー
ションによる上位のリズム構造がより明確になる。また、高学年になると転調による変化、弱
起、6/8 拍子の曲が配置されるなど表現法が拡大し、声域は約一オクターブ半（b 2

♭―e 4
♭で

文部省編纂教科書と同じ）を想定して書かれている。

38	 日本語話者が聞き取った中国の声とことばについては、第２節、満洲の生活から紡ぎだされたことば　２項の３）
で詳述する。

39	 法貴慶次郎（満鉄学務課長）「満洲教科書編輯部の十年記念を祝して」（南満洲教育会教科書編輯部（1932）『樗の
木かげ』p.14）

旋律の特徴 曲数

長音階 113 曲

短音階 17 曲

民謡音階 1 曲

ヨナ抜き 26 曲 （ほぼヨナ抜きはさらに 10 曲）

終止音が主音以外 14 曲 （中音終止　６曲、属音終止　８曲）

終止が属音→主音か導音→主音 16 曲

ピョンコ節 ２ 曲
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関東洲の小学校では唱歌科専任教員の配置促進によって、教授内容が作曲や楽器の指導に
も及んでいる（編著者不明 1932：143-144）が、この調査では唱歌科の到達目標をさらに明
確化するために、内地以上に進学率が高かった中等学校（中学校・高等女学校）の教科書も
参照した。その結果、中等学校用の教科書にはドイツ民謡やベートーベンの第九交響曲の《歓
喜の歌》で知られる旋律を用いた歌が含まれており、聞き取りと質問紙調査の結果からも「授
業でドイツ民謡を合唱した」、「同窓会でドイツリートを原語で合唱して楽しんでいる」（安
増照子さん 2010）、あるいは「当時の映画（「会議は踊る」）の主題歌（ドイツ語…筆者注）
を今も聞いたり、歌ったりしている」（渡辺幸博さん 2010）等の回答があった。

また、同窓会誌に掲載された高等女学校の音楽会のプ
ログラム 40 を調査したところ、合唱（二部・三部）やピ
アノ独奏・連弾、独唱の曲目 41 のうち、歌曲はいずれも
泰西名曲に日本語の歌詞を付けたものか、日本人が西洋
音楽の技法で創作した作品であった。そして、生徒の創
作活動については、弥生高等女学校の音楽演奏会プログ
ラムに校内募集による生徒の作詞と作曲による作品９曲
が掲載されており（楽譜は掲載されていない。また、８
曲は数人による共同作品である）、生徒の独唱と伴奏に
よって発表されている。

これらのことから、満洲の唱歌教育で目指されていた
音楽性は当時のドミナント・パティキュラーであった西
洋音楽を規範としたものであり、現地の音楽との同化を
想定したものではなかったと考えられる。

第２節　満洲の生活から紡ぎだされたことば
この節では歌詞の中にみられることばを手掛かりにして、現地に生きる日本人の生活の理

念や感情をみていこう。満洲の教科書編輯委員は全員が満洲の生活者であったことに加え、
満洲唱歌は国語科と唱歌科編輯委員の共同作であったから、歌詞の中には、表現者としての
内省や編輯委員に代表される中産知識階級の社会意識が抽象化されて、内在すると考えられ
る。『満洲唱歌集』全曲の歌詞の分析結果から、在満日本人の関心や価値観に関わるキーワー

40	 大連弥生高等女学校「音楽演奏会　曲目歌詞」（昭和 14 年３月４日（日曜）、午後一時開会、会場本校講堂）、およ
び撫順高等女学校「創立二十周年記念音楽会プログラム」（昭和 17 年２月 17 日午後一時）。

41	 合唱の曲目はドイツ民謡《故郷を離るる歌》、ロシア民謡《ボルガの舟歌》、日本古謡《さくら》（下総皖一曲）、当
時の新作（園山民平《皇軍万歳》、信時潔《海ゆかば》）、満洲唱歌《夜汽車》、《護れ国境》（『満洲新中等唱歌巻二』）、
ピアノ独奏の曲目はヘンデル、ベートーベンの「変奏曲」、ベートーベン「ソナタ」（ト長調・悲愴）、ショパン「ワルツ」、
ウェーバー「舞踏への勧誘」、連弾はシューベルト「軍隊行進曲」、独唱は《故郷の廃家》、《モーツアルトの子守歌》、
《出船》、《旅情》である。

図２　 弥生高等女学校音楽演奏
会プログラム表紙（1939）

（安増照子さん提供。原資料
は弥生高等女学校同窓会誌）
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ドに注目して、出現する文脈や背景にある力学や人と人のつながり方をみていく。

第１項　肌で接した満洲の風土
国定教科書の補充として編集された満洲独自の教科書には、内地とは異なる「郷土」とし

ての満洲が謳われている。
内地の『尋常小学唱歌集』の題材には「尋常小学読本所載……修身、国語、歴史、地理、

理科、実業等諸種ノ方面ニ渉リ……文体用語等ハ成ルベク読本ト歩調ヲ一ニセン」（文部省
（1911）『尋常小学唱歌集』第一学年用緒言）とあり、学校の教科内容につながる皇民教育、
忠臣、偉人伝、日本昔話、自然、生活がとりあげられている。

一方、『満洲唱歌集』の緒言に、題材は「主として満蒙の景物を背景とし、児童の日常目
撃するものゝ中から趣味の教養、感情の陶冶に適切なものを選んだ」（南満洲教育会教科書
編輯部（1928）『満洲唱歌集』尋常小学第一・二学年用緒言）とあり、『満洲補充読本』の韻
文や文章の内容と一致するものが多くみられる。42『満洲唱歌集』の第一期・第二期全曲の
歌詞から頻出語を抽出してみていくと、在満日本人が全身でとらえた「満洲」が見てとれる。

表２　　頻出語とその内容（第一期・第二期『満洲唱歌集』）
「花」　アカシヤ、梨、翁草、木ささげ、百合、楡、杏、桃、からたち、バラ、蓮、ぺんぺん草

「空」　青、るり色

「広野＋野」・「風＋飛ぶ＋吹く」

「木」　柳、木ささげ、桃、楡、松

「音」	　蛇皮線、胡弓、虫、ピアノ、波、槌、馬の蹄の音、厚氷の解ける音	 	

「鳴る」　ロバの鈴、汽車の鐘、暖房のスチームの音、一輪車の車輪のきしむ音

「声」	　小鳥、雁、小犬、子ども、ニワトリ、コオロギ、キリギリス、叫喚	 	

「鳴く」　ヒバリ、ヨシキリ、朝鮮カラス、鳩、羊、ホトトギス、カッコウ

表２の頻出語からみた満洲は、空は青く、可憐な花の咲くところ―そして「野」、「風・
飛ぶ・吹く」は「広野」と関連して空間的な拡がりを表し、内地とは異なる「満蒙の景物」
を多く詠っている。こうした満洲観は『満洲補充読本』一の巻（1935）のなかにも明確に表
れており、「ソラ」に注目することで空間的な広がりと未来や希望を謳っている。

42	 『満洲補充読本』の韻文と『満洲唱歌集』の歌詞が一致する歌は 13 曲、内容が重なる歌は 19 曲で、いずれも高学
年よりは一学年から三学年に多く配置されている。
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一　　マンシウ

ソラ　ノ　ウツクシイ　マンシウ。

ヒロビロ　ト　シタ　マンシウ。

ワタクシドモ　ハ　マンシウ　ノ　コドモ　デス。

『満洲補充読本』一の巻 1935 年

さらに、聴覚でとらえた満洲に注目すると、聞こえてくるのは楽器の音、家畜の声とその
動きに関連する音、自然の音、生活の音、鳥や虫の声などさまざま 43 で、満洲の大地に身を
置いた人間の素朴な思いがことばになって表れている。満洲の生活で見聞する風俗、景物は
国語の読み物として学習され、唱歌の時間に歌われた。満洲唱歌は満洲の景物を題材にして
満洲の先生が詩を作り、満洲の先生が歌にしたもので、日本人子女は生活がことばになり、
ことばが歌になって広がっていくことを経験していたことになる。

また、教科書の内容については編輯委員や学校関係者だけではなく、父兄をはじめとする
一般の人びとも関心を寄せていたことが新聞や雑誌の記事からうかがえる。

第一期『満洲唱歌集』にある《バフンコロガシ》（譜例８：第二期『満洲唱歌集』の題名
表記は「フンコロガシ」）がその一例である。『満洲補充読本』のなかには唱歌の歌詞内容と
関連した、満洲に生息する糞虫類「バフンコロガシ」の特異な生態観察の記事が記述されて
いるが、いかにも子どもたちが興味を抱きそうなこの教材に関連して、満洲日報（1928 年
５月２日付）に『ファーブル昆虫記』の「フンコロガシ」との違いを質した父兄の投書への
回答（井上編 1936：付録 94-95）が掲載されている。二匹のバフンコロガシが協力して馬糞
のかけらを運んでいく様子を描いたこの唱歌は、子どもたちのみならず満洲で暮らす日本人
の興味や関心に合致していたのである。

43	「声」の用例のなかに、一例ながらも「叫喚」が含まれるのは満洲が激戦の地を擁する場であるという認識を示している。
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譜例８　 在満日本人のとらえた「満洲の景物」を作品化した例  
第一期『満洲唱歌集』第三・四学年用　1928 年三版　（初版は 1924 年）

さらに、満洲唱歌《バフンコロガシ》の歌詞は雑誌『満蒙』のコラムにも掲載（日中文化
協会 1928：９（９）（101）画像 63/112）されており、教科書に選ばれた題材や満洲唱歌は
当時の日本人社会において早くから共有されている。そして、南満洲教育会関係者は『満洲
唱歌集』を高く評価し、歌に満洲の教育にかける理想を投影している。

見るからに垢ぬけした明るい気分を起させる。第一頁からいかにも満洲らしい地方色
が犇々とせまる……満洲がお伽の國、童話の世界として如何にも和らかな、そしてあ
る魅力を持った理想郷であるやうに感ぜられてならぬ。	 	
	 （南満洲教育会 1928：編集後記「編輯部室窓外」）

こうしたほとんど即時的ともみられる共感は、満洲唱歌の題材が満洲の景物のなかから日
本人の感性で切り取られ、日本人社会の価値観で再構成された作品であることに由来する。
編輯委員間で共有されていた社会意識は、在満日本人として生きる現実を主体的に表現する
過程で抽象化されて取り込まれ、歌詞に表れた生活感情や関心の所在、感慨に多くの人が共
感したのである。子女の教育に熱心であった満洲の日本人社会は、満洲唱歌を自分たちの歌
として、沁み込むように受け入れている。

第２項　日本人として生きること―在満日本人社会の生成
ここでは、内地とは大きく異なる風土に暮らす日本人の自己了解のあり方を、満洲唱歌の

歌詞から見てみよう。満洲は租借地として日本の権力の及ぶところになったが、遼東半島の
先端に位置する関東洲でも周囲はすべて中国領土であることを考慮して、生活感情や価値観
が表れやすい、人（日本人）のつながり方に焦点を当てて分析をした。
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１）　内地の生活感情の尊重
第二期『満洲唱歌集』（1932－1936）低学年用の教科書に加わった新しい歌には日本人の家

庭生活の様子を描写しているものが多くみられ、その内容は中産階級に属する給与所得者の
生活風景である。

表３にまとめた日本人の生活を題材にした歌の特徴をみていくと、第一に生活に余裕があ
ることが挙げられる。歌詞のなかで描かれているのは、家事に使用人の助けを得ることがで
き、庭でトマトや向日葵を育てて季節を楽しみ、内地出張では子どもたちそれぞれが希望し
た品を土産にすることができる豊かな生活である。

表３　　日本人の生活を題材にした曲と内容
団欒の時間に歌やお話を楽しむ経済的・時間的な余裕がある…《ウレシイ　ヨル》、《ラジオ》

内地の中産階級の家庭と交流がある……《オミヤゲ》

庭のある家に住んでいる……《トマト》、《ヒマワリ》、《引越》

家事使用人がいる……《アメンボウ》、《一りんしゃ》

転勤がある……《引越》

日本の伝統や風習を尊重している……《シンチク》、《五月のぼり》

質問紙と聞き取り調査の結果においても、在満日本人社会には家事使用人のいた家庭が多
く、本人や家族が多様な楽器のおけいこをしているなど、生活に余裕がある。家庭ではすご
ろくやカルタなどの遊びに興じ、親や兄弟姉妹と一緒に歌を歌うことなどで家族団欒の時間
を楽しんでおり、唱歌は兄弟姉妹、いとこ、友達との語らいや遊びのなかでも伝えられ、学
習されている。

《シンチク》では、丘の上の家屋の棟上げ式で神主が餅をまき、子どもたちが喜んで拾っ
たことが謳われており、家の新築という人生の大事業が神道に則って描かれている。質問紙
調査の中でも節句の祝いや季節の行事など、日本の伝統や風習が尊重されていた 44 ことが確
認でき、気候や風土が異なっていても内地の文化や生活感情が大切にされている。「関東洲」
という呼称が山海関の東の大八洲（日本）を意味するように、外地にあっても日本領土とし
て意識されていた土地に住む日本人の振舞いは、内地と同じことが自然なこととされていた
ことが推測され、「日本」領土であることや「日本人」であることが強く意識されている。
そして、こうした生活感情の共有によってつながれた共同の感覚は、伝統的秩序の分限によっ

44	 日本の伝統や風習が尊重されていたことは、手記のなかにも確認できる。「…我が家でも、父も母も季節の折り目折り目
の年中行事を律義にやっていた。たとえば、寒冷地の一月七日に七草なんぞどこを捜したってあるわけはないが、それ
でも「ナナクサ、ナズナ、トウドノトリガ、ニホンノクニヘ、ワタラヌサキニ、トントコトン、トントコトン」と唱えなが
ら俎板の上で菜を刻むことを子どもたちも覚えるような生活だった。……庭には、……普通の花が咲いていたが、その
他に桔梗、おみなえし、吾亦紅、かるかや、すすきなどが秋の月見のためのものとして植えてあった。」（藤森 2013：59）
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て左右される「世間」ではなく、原籍地の異なる個人の集合である「在満日本人」という新
しい社会の生成につながっている。

２）　皇民教育と新教育
満洲の学校でよく歌われたのは満洲唱歌だけではなく、それぞれの学校の校歌がある。関

東洲と満鉄付属地では生徒の出身地が異なることから意思統一をおこなう必要があり、「学
校行事には必ず校歌が歌われ、事あるごとに校旗を先頭に行進が行われた（竹中 2000a：
109）」。ここでは儀式のたびに全員で歌われた校歌の歌詞に、国家主義的な文言が多くみら
れることに注目してみよう。

旅順と大連の小学校・中学校・高等女学校を中心とした 38 校の校歌をみていくと、歌詞
の多くに皇民教育を意識したことば―「大君」「皇統連綿」「すめらみこと」「天津日嗣」「八
紘」など―と、東亜の新秩序建設への使命、あるいは両者が謳われている（編著者不明
1932：156-157）・（姫路あかしあ会 1986：１－22）。これは関東洲が日本の飛び地として理解
されていたことに加え、生活圏が中国領土内にあるという場の緊張によって国家意識が先鋭
化されて表れたものと考えられる。

皇民教育の核となった教育勅語（1890）は国民道徳と日本の教育の基本理念を明確にした
もので、各教科の学習内容は勅語の趣旨に基づいておこなわれ、学校儀式では学校長が拝読
するなど学校教育を強く規定していた。天皇の統治を中核とする国のあり方である国体は天
皇と臣民の関係が社会契約説に依るのではなく、大

お お

御
み た か ら

宝として天皇が愛護するものとされ、
君主と人民の闘争に明け暮れる西洋よりも日本の民族的な優位性を示す制度として絶対視さ
れた。教育勅語の国体観、臣民観が子どもたちだけでなく、広く一般に受け入れられていた
ことは、旅順港閉塞作戦に従事する肉親への愛情を「すめらみことは　たたかひに　おほみ
ずからは　いでまさね」と世相に抗して謳った与謝野晶子が「万世一系の皇室を中心に大家
族的な結合力を持つ国民の存在する事実は絶対無比で…教育勅語は…未来永劫に亘って世界
人類の師表となるべき」（与謝野 1932：264）と記していることからも見てとれる。

戦前の日本における人間形成は、天皇を道徳的規範として内面化することであり、個人の
自由意思の形成は天皇との道徳的関係にあった。新教育がこうした皇民教育を基盤に展開さ
れるとき、自らの感性を信じ、自学自習の能力を養い、主体的に行動できる子どもを育てる
思潮は、主体的に行動できる皇民の育成にスライドし、体制への服従を自発なものとして擬
制できるようになる。

第二期『満洲唱歌集』には低学年での児童中心主義の歌と高学年での帝国主義的な歌が並
列されており、戦意高揚や死に至るまでの国家への忠誠の称揚は、旧来の主知的詰め込み教
育の閉塞的状況を開くべく、子どもの感性を尊重し、主体性の養成を目標とした新教育の思
潮が、満洲という外地で先鋭化した皇民意識のなかに合流していったことを表している。



116

阪大音楽学報　第 16・17号（合併号）

３）　日本語話者が聞き取った中国の音とことば
満洲唱歌の歌詞には、日本語話者（在満日本人）が聞き取った中国の楽隊の音―たとえ

ば《たかあしをどり》の「ピーヂャン、ピーヂャン、ヂャンヂャラヂャン」―や胡弓の音
が取り込まれている。手記の中では、町に流れていた笛やドラ、胡弓の音は満洲育ちの方々
の原風景の中にあり、今も即時的な反応につながるという。

ドラの音は、今でも一つ響いただけで、心がわんわんわんと共鳴して騒ぐし、胡弓
の音を聞くと、なにかやるせない気持ちを誘われる。（藤森 2013：64）

また、歌詞の中には日本語化した中国語の「苦
ク ー リ ー

力」「戎
ジャン

克
ク

」（《木蔭の夢》）、「洗
シ ー

衣
イーシャン

装」、
「好

ハ オ テ ン チ ー

天気」、「大
ダークーニャン

姑娘」（《洗衣装》）、「老
ロ ー ト ル

頭児」、「梨
リ ゴ ウ

糕」、「糖
タ ン ホ ー ロ

葫蘆児」、「小
ショーハイ

孩」（《山
サ ン ザ

楂子
シ

売
り 45》『満洲新中等唱歌 46』巻二）、日本語化したロシア語の「ペチカ」（《ペチカ》）、「パスカ（復
活祭）」、「サモワル」（《ハルピン》『満洲新中等唱歌』巻一）、中国語化した日本語の「クリ
ヌクイ」（《栗売》）（「栗ぬくい」とは天津栗の売り声で、後述する譜例 10《栗売》の終止部
にみられる。）など、日本語話者が現地で聞き取ったことばが散見される。これは日本人が
租借地で耳にする外国語を歌詞に取り入れることで、満洲の生活をリアルに描こうとする試
みである。

たとえば、当時の中国人の生活風景を謳った《洗衣装》（譜例９）では歌詞に中国語を取
り入れて、川での洗濯が娘さんの仕事であった現地の習慣（藤田昭さん 2010）を表現して
いる。日本人の子どもたちも町中で中国語を聞くことは常であっただろうし、満洲の小学校
では中国語学習の時間が配されている 47 から、ここにみられる日常会話や名詞程度の中国語
の理解は想定されていたのであろう。

45	 『満洲中等唱歌』巻二（1979：1938 年再版の復刻版、初版は 1937 年）に掲載されている。《山査子売り》の中国語
について、関東洲の普蘭店で育ち、引き揚げ後に中国文学を学んだ藤森節子は「いかにも日本語化した言葉」と評
している。「歌の中のロートル（老

ラ オ ト ル

頭児）やタンホーロ（糖
タ ン フ ウ ル

葫蘆児）は、いかにも日本語化したことばを堂々と通
用させており、逆にリーゴは日本語のりんごが中国人に使われるもので、植民地の言語の特徴はいろいろな場面で
あらわれていた。」（藤森 2003：71）

46	 『満洲新中等唱歌』巻一・巻二（1979：1938 再版の復刻版）には日本人が聞き取った中国語の単語だけではなく、
中国語の歌が３曲ずつ掲載されている。『満洲新中等唱歌』巻一・巻二は南満洲教育会教科書編輯部の刊行物では
ないが、編集は昭和２（1927）年の満洲中等学校音楽科教員協議会の決議に基づいており、中国語の歌の掲載は現
職の教師集団が共有していた理念によるものと考えられる。一般に、中等学校用教科書の内容は小学校課程の教育
目標をさらに進めて吟味されることから、教材に中国語の歌が含まれていることは編集方針の「民族協調」を反映
したものとして注目される。

47	 満鉄では小学校経営の初期から中国語を配当し、一部の学校で教えられていたが、1925 年には付属地の尋常小学校
五・六年の随意科目となり、高等小学校では正課に準ずる科目とされた（南満洲鉄道株式会社総裁室地方部残務整
理委員会 1939：384－385）。関東洲の小学校では中国語は 1927 年に正科とされ、翌年から中国語の時間が設置され
た（編著者不明 1932：154）。1930 年の関東庁告示第 52 号では「関東洲小学校教科用図書」として、尋常小学校第
４学年から第６学年用に「支那語」の教授用掛図と「初等支那語教科書」が掲載されている。（『在満日本人用教科
書集成』第 10 巻：120）
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譜例９　 日本語化した中国語を取り入れた例  
第二期『満洲唱歌集』第四学年用　1934 年初版

《洗衣装》にみるように、日本語話者が聞き取った満洲の生活の中の音やことばと結びついた
ふしまわしやリズムは、音楽の伝達力の中核となって満洲唱歌を内地の尋常小学唱歌とは異なる
独自なものとして印象づけている。満洲唱歌が他の歌とは異なる歌として意識されるのは、こう
した日本語話者が聞き取った満洲の音やことばを生かした歌の作られ方によるところが大きい。

第３項　内容分析による内地の教科書との比較
すでに述べたように、国語科と唱歌科編輯委員の共同作である満洲唱歌には、当時の満洲

の知識人の間で共有されていたモラルが抽象化されて存在すると考えられる。一般に、モラ
ルの表出は人と人のつながり方に顕著にみられることから、歌詞に謳われた人物と国・民族
に着目した内容分析を重ねることで、満洲に生きる日本人の生き方についての考えや、精神
的な態度の抽出を試みた。

１）　描かれた人物の性別による分析
はじめに『満洲唱歌集』のなかで人物を主題にした曲に着目し、表象する内容を男女別に

分けて、内地の『尋常小学唱歌集』『新訂尋常小学唱歌集』の内容と比較した。
『尋常小学唱歌集』・『新訂尋常小学唱歌集』の歌詞では女性は母か、働く少女としてうたわ
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れ、子への慈愛や従順、扶翼を表象し、男性は多くの場合、武士、軍人、偉人として登場する。
そして、人間としての徳目である正直、勤勉、信義、忠誠は男性の話として語られている。

一方、『満洲唱歌集』では女性の歌の内容は母としての家事育児が多く、女性は銃後を守
る存在（《銃後の女性》）として表されており、一曲ながら、巡査の妻の戦死事件にもとづく	
《殉国の女性》の歌の存在が目を引く。それに対して、日本人男性を謳った歌には家庭人と
しての父親を描いたものが一学年用にみられるものの、多くには軍隊や仕事を題材にして、
国民皆兵という近代の制度による国家に対する忠誠や鎮魂がうたわれている。さらに、忠誠
を謳った９曲のすべてが戦死につながり、死に至るまでの忠誠が顕彰されている。（表４）

表４　描かれた人物の性別による内容分析

尋常小学校（編集期間：大正 11（1922）年－昭和５（1930）年）
学年 出版年 曲名 男女別 文意 表象する内容

三・四学年用 1928 年三版 ◎ 1926 年 ーりんしゃ 男性〇 ぢいやの一輪車の操作 日本人主体の生活
栗売 男性〇 厳寒の夜の行商 憐憫
銀頭公 男性〇 影武者兵士の戦死 ✝ 忠誠・義認

五・六学年用 1932 年七版 ◎ 1927 年 海こえて 男性 満蒙開発 報国
轎車 女性〇 母子の語らい 母性
木蔭の夢 男性〇 苦力の午睡の夢 同情
爾霊山の秋 男性 日露戦争の激戦 ✝ 戦死者の追悼
二勇士 男性 処刑された民間人の間諜 ✝ 忠誠・尊厳
伊藤公 男性 伊藤博文暗殺事件 ✝ 顕彰
望小山 女性〇 向学の子の帰りを待つ母 母性

尋常小学校・各学年配当（出版の時期：昭和４（1929）年－昭和 13（1938）年）
学年 出版年 曲名 男女別 文意 表象する内容

第一学年 1932 年 オミヤゲ 男性 内地帰りの土産 父と子の情愛
ロシヤパン 男性△ ピロシキの行商 ロシアの斜陽

第三学年 1933 年 水兵さん 男性 水兵の上陸（休日） 歓迎
月が出て来る 女性 子を守る覚悟（子守歌） 母性
守備兵さん 男性 鉄道の夜間警備 忠誠の称揚

第四学年 1934 年 りんご 女性 母子の会話 育児・家事
洗衣裳 女性〇 川での洗濯 家事

第五学年 1935 年 土にぬかづけ 男性 戦死者への鎮魂 ✝ 祖先崇拝
＊轎車 女性〇 母子の語らい 母性
軍旗ヘ 男性 古賀中佐の戦死 ✝ 軍人の称賛
ああ百七十六騎 男性 戦死者への鎮魂 ✝ 鎮魂

第六学年 1936 年改訂再版 ◎ 1929 年 われらの陸軍 男性 軍人の称揚 正義・護国
殉国の女性 女性 陶家屯事件 ✝ 扶翼・顕彰・忠誠
北大営の戦 男性 柳条湖事件の川島中隊 ✝ 軍の称揚
白襷隊 男性 旅順戦の中村鬼少尉 ✝ 忠誠・顕彰
＊望小山 女性〇 向学の子の帰りを待つ母 母性
南嶺戦 男性 南嶺戦の倉本少佐 ✝ 忠誠・顕彰
嗚呼二烈士 男性 間諜の死（奉天戦）と友愛 ✝ 忠誠・顕彰
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こうした『満洲唱歌集』にみられる性別役割分担意識は、満洲国防婦人会宣言や軍人勅諭
（1821）にみられる当時の言説と一致している。歌詞のなかに当時の日本人の社会意識が織
り込まれていることを、ふたつの資料からみていこう。

満洲国防婦人会宣言

一、	大いに婦徳の涵養に努め、悪風と不良思想に染まず、国防の堅き礎となり、強き銃後の力となり

ましょう。

一、	心身共に健全に子女を養育して御国の御用に立てましょう。……

（東京撫順会 2012：121、初出は東京撫順会「永安橋―撫順子達のあの頃の思い出」1985 年２月１日号）

婦徳 48 とは古くから女性として守るべき徳義とされ、一般には女性の気立ての良さを示す
ことばであるが、ここでは性別役割分担を前提に銃後を護る精神の涵養が強調されている。
そして、母性は子女を「御国の御用に立て」るために称揚され、女性が自ら銃後の守りを以
て任じていた世相を反映している。

軍人勅諭（1822 年）

一　	軍人は忠節を盡すを本分とすへし……只々一途に己が本分の忠節を守り義は山嶽よりも重く死は

鴻毛よりも軽しと覚悟せよ……

48	 婦徳は、中国の『周禮』の「天官篇」にある婦学の法「婦徳、婦言、婦容、婦功」が典拠とされ、江戸時代の女子
往来物（和俗童子訓・女小学）のなかにもみられるが、1920 年の高等女学校中改正令では第一条に付加された「特
ニ国民道徳ノ養成ニ力メ婦徳ノ涵養ニ留意スヘキモノトス」の文言の中に用いられている。

高等小学校
学年 出版年 曲名 男女別 文意 表象する内容

第一学年 1938 年三版 ◎ 1937 年 日章旗にしぶく血潮 男性 満鉄社員の殉職 ✝ 忠誠・顕彰
銃後の女性 女性 銃後の守り 扶翼
義人村上 男性 勇敢な日本人 ✝ 顕彰・衿持

満洲新中等唱歌 満洲中等学校音楽科教員研究会編纂 大連音楽学校発行
学年 出版年 曲名 男女別 文意 表象する内容

第一学年 1938 年再版 ◎ 1937 年 第一線 男性 戦意の鼓舞 勢力拡大
演習の歌 男性 教練の称掲 忠誠・実行

第二学年 1938 年再版 ◎ 1937 年 護れ国境 男性 防衛戦の覚悟 不退転の忠誠
孝婦河 女性〇 孝婦河の由来 嫁の孝行
凱旋兵を送る 男性 凱旋 称揚
蒙古の旅 男性 砂丘の旅 忍酎・忠誠

凡例：◎は初版年、○は中国人、△はロシア人、✝は満洲での戦死に関連する内容、＊は同一曲。
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軍人勅諭は天皇と軍人の直属関係を明快に述べ、上官への絶対的な服従を要求している。
勅諭の内容にある忠節や礼儀、武勇、信義、質素は軍人の守るべき徳目とされていた。

第二期『満洲唱歌』の高学年用教科書に見られる戦闘や戦死への顕彰は、忠節と武勇、信
義を謳っている。尋常小学第六学年用の《白襷隊》の歌詞の冒頭「君に捧し身は軽し、死し
て護国の鬼たらん」は、軍人勅諭の文言に加えて、人気の高かった軍歌《元寇》の「死して
護国の鬼と誓ひし箱崎の神ぞ知召す大和魂潔し」の歌詞の一部を織り込むことで勇壮と戦勝
の印象を取り込み、皇国思想や愛国意識を高揚させている。こうした作詞の技法は感覚的な
効果を増加させる作用があり、ヘゲモニーの巧妙な手法になっている。

２）　題材になった国・民族別による分析
『満洲唱歌集』には五つの民族（日本・朝鮮・露西亜・満洲・蒙古）につながる内容の歌

がある。『満洲唱歌集』を中心に、中等学校用も含めた唱歌科教科書の歌詞を国・民族の別
に分類したところ、当時の社会構造の転写や日本による開拓・維持を肯定する内容が多くみ
られた。

表５にまとめた分析結果では、日本が輝かしさや力強さ、先進性につながる太陽、飛行
機、鉄道などの題材にむすびつけられているのに対して、中国は家事手伝いや物売り・苦力
など、貧しく従属的な立場の人の姿で描かれている。

しかし、中国に対するまなざしは両義的であり、《千山》では南画にみるような険しい山
の中で暮らす道士の姿に中国の文明や精神性をみて、歴史性に置いては高く評価している。
満洲に関する歌は満洲国建国の理念をそのまま謳ったもので、蒙古は荒涼とした砂漠や過去
の英雄ジ

マゝ

ンギスカンを題材に、短調の旋律で表現されることが多い。また、朝鮮ということ
ばは、満洲や朝鮮で見られるカササギを日本のカラスと似ているが異なる「てうせん烏」と
した固有名詞のなかにみられる。そして、ロシアについてはハルビンのロシア文化を憧憬し
ながらも、ロシア人パン売りの行商に落日の立場を投影している。

表５　題材になった国・民族別による内容分析（五族別）
曲名 国・民族 文意 表象する内容

アメンボウ 中国 アメンボウヘの語りかけ（バアヤの不在） 社会構造の転写
一りんしゃ 中国 畑中でのぢいやの一輪車の操作 社会構造の転写

栗売 中国 栗売の行商（冬の夜） 憐憫・社会構造の転写
木陰の夢 中国 苦力の午睡の夢 憐憫

千山 中国 峻嶺の仙壌探勝と道士の清廉 畏敬
白塔 中国 直射日光からの擁護（二番）	 社会構造の転写

銀頭公 中国 影武者兵士の戦死 忠誠・義認
轎車 中国 一家の家路の様子 生活風景

洗衣装 中国 川での洗濯 生活風景
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表５の分析結果から了察されるのは、他の民族との協調が求められる土地で育つ子どもた
ちへの郷土教育を意図した歌が「社会構造の転写」を表象する歌に、また、満洲に生きる日
本人の社会的責任の自覚は日本による「開拓と維持の肯定」を表象する歌になっていること
である。そして、このふたつの傾向は第一期と第二期の教科書内容の違いでもあり、第一期
の教科書には「社会構造の転写」が、第二期の教科書には「開拓と維持の肯定」がより強く
表れている。

こうした傾向は挿絵にも表れている。第一期の唱歌科教科書の抜粋篇、『満洲唱歌集』（南
満洲鉄道株式会社社長室情報課 1928）の解説や挿絵からは、新しい唱歌の作成に際して満
洲に題材を求め、当時の在満日本人の生活を描写したことが社会構造の転写につながったこ
とが見てとれる。たとえば《栗売》の解説では日本人の家庭の冬の暮らしが紹介されており、
ペチカやストーブで温められた室内で中国人の栗売りから買った温かい栗をむきながら、夜
が更けるまで故国の噂を語りあうとして、挿絵（図３右側）が添えられている。（同掲書：
21）

桃花源 中国 夢想と現実 平和の希求
馬車 中国 御者のムチ使いの様子 社会構造の転写

万里の長城 中国 万里の長城の壮大さ 歴史的な感慨
山ざしうり 中国 山ざしうりの老人と子どもの行商 社会構造の転写

たゝへよ満洲国 満洲 満洲国の方針への称賛 自由・民主・平和・国際協調
興る満洲 満洲 満洲国の称賛 王道楽土
土に聴く 満洲 国土・資源開発の称揚 五族協和

鉄路は光る 満洲 満鉄の称賛 開拓・維持の肯定
満洲里の朝 満洲・ソ連 満洲とソ連の国境 国境近くの緊張

満洲建国の歌 満洲 建国の賛歌 建国の肯定（完了・持続）
満洲民謡 満洲 苦力の労働　1・２・3 番 社会構造の転写

蒙古の砂漠 蒙古 荒涼とした砂漠の景色 忍耐
成吉思汗 蒙古 成吉思汗の覇業と死 歴史にみる覇業と限界
蒙古の旅 蒙古 砂漠の旅 忍耐と覚悟

てうせん烏 朝鮮 夕暮れ時のカササギの群棲の様子 内地（の烏）との区別
ロシヤパン ロシア ピロシキの行商 社会構造の転写
ハルビン ロシア ハルビンの四季の情景 生活の中のロシア文化

日の出の歌 日本 日の出の壮麗さを日本と同視 日本の権勢
空の握手 日本 日本の旅客機の雄姿 日本の国際貢献
南満本線 日本 南満本線の貢献 開拓・維持の肯定

あじあの歌 日本 アジア号の称賛 開拓・維持の肯定
空の旅 日本 飛行機からの遠望 有能感

長城にたちて 中国・日本 万里の長城の情景 日本の貢献
愛 外つ國人 恩寵への応答 国際協調

（全曲中一曲ではあるが、第一期『満洲唱歌集』の《愛》は「外つ國人と手を取りて、共に平和を楽しまん」
として人類愛の観点から書かれている。）
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図３　 満洲唱歌の挿絵の例 
『満洲唱歌集』1928 年　南満洲鉄道株式会社社長室情報課

ところが《栗売》（譜例 10）の歌詞のなかでは日本人と中国人の生活が対比的に表れてお
り、歌詞の中に租借地の治外法権の力学が顕現している。

譜例 10　憐憫が子どものことばで表現された例

《石炭くべませう》 《栗売》
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《栗売》

一　	栗売ぢいやは　かはいさう。　大きな手袋　はめてゐた。おひげに氷がついてゐた。	 	

まだ売声が　聞こえます。「栗ぬくい、栗ぬくい」

二　	栗売ぢいやは　かはいさう。とうさんまだかと　小さい子が、ねんねもしないで待ってませう。	 	

早く帰っておやりなさい。「栗ぬくい、栗ぬくい」

	 第一期『満洲唱歌集』第三・四学年用　1928 年三版　（初版は 1926 年）

解説文にある「栗売りは冬籠りには無くてはかなわぬ景物である。栗売りは…支那人で、
拙い日本語で「栗ぬくい」と呼ぶのも憐である。」という表現からは、圧倒的な生活格差が
感じられる。同じ教科書内の《石炭くべましょう》の挿絵（図３左側）には日本人の家庭の
豊かな暮らしが描かれており、ストーブの中で燃えさかる炎と女児の足首まで下げられた靴
下が春のように温かい室内を感じさせ、手前のバケツのなかに高く盛られた石炭やストーブ
の向こうで本に見入る母子の様子には、生活のゆとりが表れている。栗売りを「景物」とし
て自らの暮らしとは距離を置き、中国語化した日本語で「クリヌクイ」と売り歩く声を「拙
い日本語」と評すること（譜例 10 の最後の二小節部分）や、酷寒の中での労働の厳しさを
「憐」とする感じ方の背景には、日本人の優越意識があるともいえよう。

このように曲の解説や挿絵を参照していくと、氷点下の戸外で焼き栗を売り歩く中国人を
「栗売ぢいやはかはいさう」と表現した《栗売》の歌から、租借地の現実が見えてくる。栗
売のように単調で労の多い仕事が当然のように中国人に割り振られた環境で育つ子どもたち
が、こうした関係を互いの役割として理解して「バアヤ」、「ぢいや」、「ニーヤ」ということ
ばを使うとき、意識の中には社会構造が転写されていく。そして、そうしたまなざしが満洲
唱歌の歌詞に子どものことばとして出現していることは、日本人を優位とする社会のあり方
がすでに慣習になっていたことを示唆している。

また、析出された第二の傾向―「日本による開拓と維持の肯定」を表象する例としては、
飛行機や鉄道（満鉄）が文明の象徴として描かれていることが挙げられる。鉄道・飛行機を
題材とする満洲唱歌は第二期『満洲唱歌集』三・四年生用教科書を中心に配置され、日本の
事業が公益につながる善いもの、輝かしいものとして、力強く明るい曲調で肯定的に描かれ
ている。

日本と満洲の航空路のつながりを謳った《空の握手》（譜例 11）には、日本の資本と知識、
技術力に対する信頼があふれている。子どもたちは満洲の青空を突っ切るように進んでいく
旅客機の晴れやかな姿を、胸を躍らせて見上げたことだろう。
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譜例 11　日本の資本と技術を称揚した例

《空の握手》

一　	飛ぶよ飛ぶ 〳 〵　銀翼は　南に北に　西東、	 	

あれはみ空の日満を、むすぶ日本の　旅客機だ。

二　	雪の蒙古や　興安の、こほる風さへ　なんのその、	 	

あれはみ空の日満を、むすぶ日本の　旅客機だ。

三　	かぢを力に　右左、かけるよ　ばく音勇ましく、	 	

あれはみ空の日満を、むすぶ日本の　旅客機だ。

四　	鳥の姿か　身の軽さ、夕日をあびて　一文字、	 	

あれはみ空の日満を、むすぶ日本の　旅客機だ。

	 第二期『満洲唱歌集』第四学年用　1934 年初版

航空路は日本航空の東京―大連線に対して満洲航空が新義州でこれと連絡し、新京、奉
天、哈爾濱、斉斉哈爾、錦州は航空上の拠点でもあった。（磯田・槻木・竹中・金編
2000b：25、55－56）

そして、陸路の雄は満鉄とその特急列車であった。
満洲の経営に重要な役割を果たした満鉄が 1934 年から運転を始めた特急「あじあ号」は

当時の技術の粋を集めたアジア最速の列車であり、満洲の日本人の誇りとするところであっ
た。時間通りに広野を疾走する「あじあ号」の雄姿は最新の知識と最高の科学技術の象徴と
して、強く、たくましく、誠実なものに映ったことだろう。満鉄の駅周辺と線路を中心とし
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た細長い土地は、満鉄付属地として日本が中国から租借している土地であり、中国領土の中
の日本であった。そこを駆け抜ける「あじあ号」は早くて確実な輸送手段という実利を超え
て、日本の誇りと希望を体現していた。

「あじあ号」の雄姿を謳い込んだ譜例 12《南満本線》49（第二期第五学年）は軽やかな旋律
に乗って、鉄道を基軸に展開される日本主導の開拓や開発を「使命」としている。

譜例 12　　開拓を「使命」とした例

《南満本線》

一　	春は南から　杏の花で、冬は北から　氷柱で知らす。	 	

詩の列車がからゝん鐘を、鳴らして走るよ　南満本線

二　	神の御使、平和のしるし、「はと」はよく飛ぶ　かはいゝ鳥よ	 	

和みうるほひ　たゞ一筋に、緑野走るよ、南満本線

三　	愛の動脈、力の泉、つきぬ勢
きほひ

を　姿に見せて、	 	

かけれ「あじあ」よ、たゞ一筋に、拓く使命は、南満本線

	 第二期『満洲唱歌集』第五学年用　1935 年初版

質問紙調査と聞き取り調査の中でも、満洲に住む日本人子女の誇りであった「あじあ号」
の雄姿は、満洲唱歌の旋律と共に今もなつかしく回想されている。

49	 《南満本線》の歌詞には平和の象徴とされる「はと」が神のみ使いとして謳われ、キリスト教の教義の影響が感じ
られる。
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３）　特徴語の文脈からみた社会認識
歌詞の定量テキスト分析の結果から特定した語（特徴語）に焦点を合わせて、社会的な意

識のながれを見ていったところ、第二期の高学年以上の唱歌科教科書（ことに高等小学一年
用）では「私」を捨てて組織に殉じることを是とし美化する傾向が強く、支配階級の道義、
あるいは前近代からの日本人の精神的な規範が侵略の是認につながっていることが推測され
た。

内容調査と内容分析の結果から恣意性を排除するために、『満洲唱歌集』の歌詞を特徴語
とそのつながりから見ていくと、「国」とは日本か満洲国を意味しており、「子」という弱者
に中国人が関連付けられるケースが用例のほぼ半数（17 の用例のうち、幼獣・幼児８/17、
中国人の子７/17）に及んでいた。満洲唱歌に謳われた中国人が「バアヤ」、「ぢいや」、「苦
力」、「大姑娘」などの単純労働に従事する人たちであることを考え合わせると、こうした中
国人に対する憐憫のまなざしからは、教科書編輯委員会が標榜していた教育による文明化に
はオリエンタリズムがすでに内在していたことがみてとれる。

また、「日本」は犠牲を恐れず、果敢に使命を遂行する国として描かれ、10 の用例中の半
数は日

や ま と

本男
お の こ

子・日
や ま と

本女
お み な

子の戦死・殉死につながり、「勲」、「雄叫び」、「雄々し」の語とつな
がることが多い。そして、「雄々し」は「陸軍」、「マスラオ」、「つわもの」とつながっている。
さらに「使命」とは日本の国威宣揚か東亜の新秩序の建設を意味し、６つの用例の半数は諜
報活動を謳っている。感動詞「ああ」で表現されるのは中国での戦闘による殉死や戦死、あ
るいは満洲国建国であって、在満日本人としての意識が軍事行為の容認につながっているこ
とが了察される。

このように開拓や軍事行為を容認する傾向は、「輝く」、「光」、「光る」のような一般的な
ことばの用例の一部が満鉄関連のアジア号や鉄路、満洲国、日本の軍人の功績に結びつけら
れていることにも表れている。「平和」は国際関係だけではなく、用例の半数は満洲の開発
や満洲国に関連し、「敵」とは　ロシア（ソ連）か中国（国民革命軍、匪賊）であった。こ
れらの語と語の結びつきの調査からは、「大東亜新秩序の建設」を名目とした軍事行為や開
発が多くの犠牲（民間人や女性を含む凄惨な死）を伴っていたことが、「使命」のために「私」
を捨てた立派な行為として強調され、読み替えられていったことがみてとれる。

そして、こうした満洲の戦闘がリアルタイムに教材化されていることも、満洲の唱歌科教
科書の特徴である。磯田一雄は、『満洲唱歌集』が「日本内地の国定教科書以上に政治的社
会的状況を敏感に反映している」（磯田 2000b：150）として、第一期を増補・改訂した第二
期『満洲唱歌集』には「満洲事変以後の情勢の反映」して「直接戦意昂揚をはかるような教材」
が増えたことをすでに指摘している（磯田 2000b：163）。しかし、表６の七曲中の三曲は（太
字で表記）題材になっている戦い自体が初版の 1929 年以降に起こっていることから、これ
らの唱歌の編入は、磯田（2000b）が指摘した編集の時期による改訂だけではなく、版を重
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ねる際の改訂作業によって編入されたものと考えられる。重版の際に命を懸けた「忠君愛国」
の新曲が編入されていることは、唱歌科教科書の編集作業が時局の変化に迅速に対応してい
たことを表しているが、ここで、教科書編輯委員が現職教師であったことを思い起こそう。

唱歌科では科目の特性上、教科書に掲載された教材のすべて学ばれるわけではないが、優
秀な教師たちが、子どもたちの成長や発達を考慮しながら時代に対応できるように準備した
教材が、軍歌である意味はきわめて重い。

表６　第二期『満洲唱歌集』にみられる戦闘

こうした編輯委員たちの意識と連動するように、在満日本人社会が戦闘による同胞の死に
対して敏感に反応していたことが、新聞や雑誌の記事に表れている。

教科書編輯部を包括していた南満洲教育会の機関誌『南満教育』1928 年６月号巻頭言に
は、前月に起こった済南事件を「亜細亜の大局を誤る中国国民革命軍の暴挙」とする悲憤が
掲げられている。そして日本人同胞の死に対しては深い同情を寄せ、さらに編集後記にこと
ばをつないで強く憤っている。

済南に於ける同胞の死に際□（欠字…筆者注）ては、もう哀惜の念に堪へない……とい
ふやうな微温い言葉では盡せない。腹を刳る怨みと悲しみに満たされる。が、天の摂理
は決して犬死に終わらせるものではない。必ずや尊き犠牲としての冥福を祈り得るであ
ら□（欠字…筆者注）。永遠の旅路に彷ふ勿れ…（南満洲教育会 1928：「編集室窓外」）

済南事件は 1928 年５月、中国国民党の北伐による革命波及の阻止を目的に挑戦した、日
本陸軍による武力干渉である。日本軍の総攻撃による市街戦が多数の一般市民を殺傷したた
めに、中国側世論は日本が名目とした在留邦人保護の範囲を逸脱した主権侵害として非難
し、対日感情の急速な悪化を招いた。

『南満教育』６月号巻頭言では中国の世論の強い反発と抗議に触れながらも、欧米に匹敵
する東アジアの新秩序の建設を、時宜にかなう日支の課題として優先するように「賢明なる

学年 発行年 曲名 題材になった事件・人物
第五学年 （1935） 《軍旗へ》 （1931 年 12 月の古賀中佐の戦死）
第五学年 （1935） 《ああ百七十六騎》 （1905 年の新開河の永沼中佐の挺身隊）
第六学年 （1936 改訂 1929 初版） 《白襷隊》 （1904 年 11 月の旅順戦の中村少尉）
第六学年 （1936 改訂 1929 初版） 《北大営の戦》 （1931 年９月の柳条湖事件）
第六学年 （1936 改訂 1929 初版） 《南嶺戦》 （1931 年９月の南嶺戦の倉本大佐）
第六学年 （1936 改訂 1929 初版） 《嗚呼二烈士》 （1905 年、奉天戦の間諜の死）
第六学年 （1936 改訂 1929 初版） 《殉国の女性》 （1932 年、陶家屯事件の川添巡査夫人）
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中国人に告ぐ」内容が主調で、事件に対する即時的で情緒的な反応が在満日本人社会で共有
されている。関東洲は内地の飛び地 50 として「国威宣揚の最前線」にならざるを得ない（磯
田 1999：26）傾向にあったとされるが、教育関係者向けの雑誌に掲載されたこの記事には、
「民族協調」という仮想的なあり方が在満日本人社会のなかで必然的な現実として錯覚され
ていることが表れている。

第３章　満洲の唱歌教育の受容

前章における教科書調査の結果からは、満洲唱歌がさまざまな創意を凝らして作られた地
域教育の歌であることが明らかになった。では、当時の子どもたちは学校で習った満洲唱歌
をどのように歌い継いだのだろうか。今度は学習者の立場から満洲の唱歌教育を見直してみ
よう。

この章ではすべての調査のまとめとして、協力者９人の満洲唱歌の思い出と評価の内容を
読み解きながら、満洲の唱歌教育の意味を考えた。受容の調査では、すでに敗戦後 65 年を
経過していたことを考慮して、満洲の唱歌教育に関する記憶を学校生活だけではなく、遊び
や日常生活を含む満洲の生活全般の思い出と関連づけて質問した。その結果、集まった回答
の内容から明らかになってきたのは、満洲都市部の教育の内容や生活が豊かで充実していた
ことであった。

第１節　満洲の学校教育と唱歌教育
質問紙調査の結果では、満洲都市部の学校設備はよく整っている。校舎は煉瓦造りや鉄筋

コンクリート造り二階建て（あるいは三階建て）で、回答者全員が教室はスチーム暖房で、
唱歌室にはピアノやレコード、蓄音機が備えられていたとしている 51。そして、回答者本人
や兄弟姉妹が楽器（ピアノ、マンドリン、バイオリン、ピッコロ）を習っていることが多い
のは、都市部に住む日本人の生活が比較的裕福であったことに加えて、大連が自由港で楽器
や楽譜、レコード、蓄音機が安く購入できたという地の利の影響であろう。

満洲では大正期から童謡が好んで歌われていた（編集者不明 1932：142）が、1924 年の第
一期『満洲唱歌集』刊行後は『尋常小学唱歌集』の補充として用いられるようになり、1930
年には正規の教科書として公布された（同掲書：191）。しかしながら、満洲唱歌ばかりが歌
われていたのではなく、内地と同様に学校儀式では祝日大祭日唱歌が歌われており、戦時中

50	 質問紙調査の生地についての回答のなかに、大連生まれを日本生まれと注釈をつけた３例が含まれ、そのうちの一
人は「関東洲は日本ですから、僕らは日本育ちの日本人だ」と明言された。現地で暮らす日本人には、関東洲が日
本として明確に認識されていたことがうかがえる発言である。

51	 満鉄付属地の小学校や国民学校では、さらに「日露戦争の戦利品」というバイオリン、チェロ、トロンボーン、フルー
トが置かれていたという。（吉岡数子さん 2010）
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は敵国の歌は自粛され、軍歌や軍事歌謡が歌われていたこともまた、内地と同様である。そ
して、唱歌時間の学習方法は聴唱であったとする回答が多く、回答者の三分の二は二声部以
上の合唱と和音訓練を経験していた。

そのようにさまざまな歌が歌われていたなかでも、全曲書き下ろしの満洲唱歌は人気があ
る。学校内だけではなく校外での自主的な遊びや集会でも、子どもたちにも大人にも歌われ
て、第三期以降の唱歌科教科書で『新訂尋常小学唱歌集』からの曲目が多く掲載されるよう
になっても、歌い継がれている。

しかし、質問紙と聞き取り調査で明らかになったのは、特定の祭りや情景を題材にした唱
歌には子どもたちの興味や関心にも濃淡があることであった。満洲唱歌は生活に根ざしたも
のであったがゆえに、子どもたちが暮らしていた都市の自然環境（気温）や風習の違いによっ
て生活感情には違いがあり、唱歌の題材自体を経験していなければ関心が薄く、すべての満
洲唱歌が懐かしいのではなかった。《たかあしをどり》や《娘々祭》のように人気のある歌
でも、実際に高脚踊りを見聞することのない新京の日本人居住区内では掛図で説明され（新
京・哈爾浜：吉岡数子さん 2010）、歌だけではなく、銅鑼や爆竹の音の騒々しさや街に漂う
匂いなど、満洲の風土そのものが自分には合わなかった（森田華子さん 2010）とする人も
いるなど、満洲唱歌への思いは一様ではなかった。

また、調査の結果から満洲の教育が内地と異なると思われたのは、男女別学と皇民教育の
実態である。内地では低学年で男女共学、高学年で男女別学の学校が多いが、満洲では校舎
を別って六年間の男女別学が徹底されている小学校がある一方で、六年間を通して男女共学
の小学校やクラスがあったことがみとめられた。

さらに、皇民教育の方針は内地と共通していても、具体的な指導には違いがみられた。
教育勅語は満洲の学校儀式においても奉読され、最敬礼の指示は出されているが、内地の

ように絶対的ではなく「頭を下げて敬意を表していればよかった」や「私語は禁じられてい
たが直立だけだった」とする回答が複数みられた。こうした結果から、満洲の学校では儀式
の作法においても子どもの心情を尊重して画一教育を嫌い、主体性を重んじていたことがう
かがわれた。

第２節　想起ー満洲唱歌は記憶の引き金
第１項　満洲の記憶

調査の回答にみる満洲の生活は、戦後の日本の都市生活を数十年先取りしたように快適で
西洋的である。

・	エレベーターのある高層住宅に住んでいたことを話しても、内地の人には信じても
らえなかった。（大連：安増照子さん 2010）
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・	上下水道はそろっていましたよ。もっとも今みたいに完全なものではありませんで
したけどね。（大連：藤田昭さん 2010）

・	大連は自由港だから外国の物が安く買えて、内地の物は北海道から船が来るから何
でも手に入るから、物がなくて困ることはなかったよ。（大連：小池妙子さん 2018）

また、回答者の普段着は全員洋装であった。これは冬の寒気に対する健康管理の観点か
ら、満鉄学務課長保々隆矣 52（1883－1960）が推進した防寒外套 53 の普及（補助金付き）と戸
外スポーツの奨励に依るところが大きい。保々が着任後最初に敢行した教育改革は、極寒の
気候に負けない身体づくりのために「生徒に防寒外套を着せて冬の「満洲」で遊ばせること
だった」（竹中 2000b：188）。

そうしたことから満洲の学校教育では夏は水泳、冬はスケートが奨励されて、回答者は体
育の授業だけではなく放課後や休日もスケートを楽しんでいる。

・	冬になるとね、家の庭にバケツで水を撒いて凍らせてね、兄弟でスケートしてグル
グルまわるの。…小さい時からすべっていたよ。兄弟がみんなすべっているから。
（大連：小池妙子さん 2010）

・	スケート靴はスピードスケート用とフィギュアスケート用の二つ、持ってました。	
（新京・哈爾濱：吉岡数子さん 2010）

さらに、体力づくりとならんで満洲の日本人教育で重視されたのは、中国語の学習である。
満洲の発展のためには日本人の人材育成だけではなく中国人の理解と協力が必要であったの
で、満洲の日本人学校では中国語の時間が設けられていた 54。

中国語学習の成果については中国人と会話ができる水準ではなかったようだ 55 が、回答者
の三分の二は「中国語学習は役立った」とし、そのうちのひとりは「中国語を学習中」と答
えている。日本人と中国人の学校は原則的には別であったが、少数ながら日本人の学校に通
学していた中国人もあり、回答者の四分の三は中国人と遊んだ経験があった。

しかし、中国人と日本人の居住地は分かれていた。

52	 保々隆矣は帝大を優秀な成績で卒業した内務官僚であったが、1920 年１月に学務課長として満鉄に入社した。保々
は現地適応主義の方針をとって、満洲独自の教育とされた子どもたちの体力づくりと中国語教育の奨励、教育研究
所の拡充、満洲補充教科書の編集事業などの事業を展開する原動となった。（竹中 2000b：177－203）

53	 見本となったのは、毛皮襟のついた綿入れのオーバーコート。（竹中 2000b：187）
54	 同郷誌には中国語の時間の回想も寄せられている。「先生が入室して教壇に立たれると、起立、礼、着席と級長が

声をかけましたが、中国人の先生の場合には、チャンチュライ、シンリイ、ツォウシャと中国語を使ったものです。」
（東京撫順会 2012 復刻版：83）

55	 「学校で中国語を習いましたが、満人の方たちが日本語が上手で、あまり役に立ちませんでした。」（安増照子さん
2010）
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・	大連の満鉄の社宅は坂の上、坂の下には中国人が住んでいたのよ。（小池妙子さん
2017）

・	夏になると中国人の人が家の前で寝るのよ、ごろっと。そんなの出入りするときに
いやだから、地面にお水まいてた。あの頃は（そうした行為の意味を…筆者注）あ
まり考えていなかったねえ。（小池妙子さん 2017）

・	（新京は）中国の長春の古い町を全部壊して、日本人のための大きな町を区画して作っ
たんです。中国人の夫婦が昼食を作りに来てくれてたけど、生活圏は別でした。日本
は中国人の子どもの小学校も作ったけど、町から離れた所に作って子どもの足では通
えないから、中国人の子どもたちは学校に行っていなかった。（吉岡数子さん 2010）

さらに生活圏も中国人と日本人では異なっていた。

・	大連にはデパートも立派な商店街もあったけど、中国の人はいなかったよ。見たこ
とないわ。中国の人は入れなかったんじゃないの。（大連：小池妙子さん 2017）

・	学校・病院・百貨店・劇場・レストラン・公園・ゴルフ場・銀行・官舎・公共施設
等は贅を尽くしたもので、原則日本人専用でした。（新京・哈爾濱：吉岡数子さん
2010）

都市部の日本人の生活は中国人の労働に支えられていたが、回答者の回想からは日本人と
中国人の居住地や生活圏は別である。また、ことばによる伝え合いも十分とはいいがたく、
目標とされた民族協調と生活の現実には隔たりが感じられる。

第２項　満洲唱歌
最後に、回答者の満洲唱歌の思い出をたどりながら、満洲唱歌が当時の子供たちに及ぼし

た作用を見ることで唱歌教育の意味や成果を見ていこう。敗戦ののち、「生まれ故郷」を失っ
た満洲唱歌は内地で歌い広まることはなかったが、旧在満日本人の心を住処として、戦後も
影響を与え続けていた。小学校で学んだ歌がアイデンティティ形成に作用し、社会関係にも
影響していることは、予想をはるかに超えた現実であった。

１）満洲育ちの「みんなのうた」―共感の共同体の生成
1945 年８月の敗戦ののち、多くの在満日本人の生活や逃避行は艱難を究め、引き揚げ後

も生活の困窮と差別に苦しんだ。ことに在満少国民として教育されていた子どもたちには、
引き揚げ後の内地での経験が意外で困惑したことが読み取れる。
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・	（内地の人が）余りにも大連および満洲の事を知らないのに驚いた。生活上困った
ことはないが、教育の点では大連の方が断然レベルが高かった。外地からの引揚者
ということで、特に地方（大都市以外）に引き揚げた人達は軽蔑されたり、馬鹿に
されたり、逆に羨望の目で見られたことは、多くの引揚者が経験している。…関東
洲は日本だからね、僕らは日本生まれの日本育ちだ。満洲育ちじゃない。（太田豊
さん 2011）

・	（満洲は標準語だったので、帰国後は住んでいるところの…筆者注）方言の発音の
違いに困った。日常生活で困ったことはない。（森田華子さん 2010）

さらに、敗戦後の経験は引き揚げ者同士の間に確執や沈黙をたらしてもいる。

・	近くにね、とっても仲の良かった人が住んでいるんですけどね、話ができないんで
すよ。皆で仲良く暮らしておられたのに、遅れて帰ってみえたときには本人と弟さ
んとお母さんの三人だけだった。何があったかわかるでしょう。何も聞けないし、
向こうもつらそうな顔して何も言わない。ずっとそうなのよ、何年たっても。（安
増照子さん 2010）

敗戦と引き揚げによる離散によって、満洲唱歌の記憶は一旦凍結されている。しかし、満
洲唱歌はそれを歌うことによって過去を呼び返し、そのときどきの心境に作用して現実を作
りだしていたことが、同窓会の文章にみられる。

七十年前習った時は童謡であった歌は、子育ての時の子守歌となり、生涯も終りに近
づいた此の頃は鎮魂の歌となりつつあります。（旅順高等女学校姫百合会三十一回生
有志 2003）

個人が抱く音のイメージには個人史や愛や望みのような心的作用が織り込まれる傾向があ
るが、「生まれ故郷」を失った満洲唱歌は、想起されることによって引き揚げ帰国子女の文
化的なアイデンティティを担保し、在満日本人としての集団の記憶の中に架空の「場所」、
つまり「生まれ故郷」を提供している。回答からは、満洲で唱歌教育を受けた子どもたちの
共有物であった満洲唱歌が、敗戦後は故郷を失った「都市の住民」のアイデンティティの象
徴となっていることが読み取れる。

・	満洲唱歌については、すべてなつかしいの一言につきます。未だに皆と、よく歌い
ます。（太田豊さん 2011）
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・	ぼくはね、向こうが故郷だとおもっているからね、ときどき帰りたくなって……行
くんですよ。（藤田昭さん 2010）

・	当時は日本人というだけでエリートでした。中国人の犠牲のもとにですが、だか
ら、その反動は大きかったと思います。故に古き良き時代の楽しかった頃のことは
あまり口にしたがりません。でも、そういう時代は確かにありました。（安増照子
さん 2010）

・	同窓会へ行くとね、昔の友達に会えるでしょ、みんな苦労しているから何にも言わ
なくてもわかるでしょ。………みんなで《わたしたち》を歌うとね、元気でんの。
（小池妙子さん 2010）

聞き取り調査の中で、同窓会で合唱されているという《わたしたち》は第二期『満洲唱歌
集』第三学年用に配された歌である。この歌は唱歌の授業で歌われただけではなく、学校の
運動場や自宅の庭を凍らせて作ったスケートリンクで滑りながら歌ったり、友だちと連れ
立って帰る道すがら歌ったりされたので、旧在満日本人には年齢を越えて親しまれている 56

（喜多 2003）。

譜例 13　同窓会でよく歌われる満洲唱歌《わたしたち》

56	 《わたしたち》は質問紙調査のなかでもよく記憶されていた歌であるが、喜多由弘（2003）『満洲唱歌よ、もう一度』
（とくに二章以下）には、この歌についての多くのエピソードが紹介されている。
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《わたしたち》

一　	寒い北風　吹いたとて　おぢけるやうな子どもぢゃないよ　まんしうそだちの　わたしたち

二　	それに雪さへ　降ったとて　たまげるやうな子どもぢゃないよ　まんしうそだちの　わたしたち

三　	風の吹く日は　外に出て　リンクをまはろよ　スケートあそび　まんしうそだちの　わたしたち

四　	雪の降る日も　外に出て　みんなでしませう　雪投げしませう　まんしうそだちの　わたしたち

	 第二期『満洲唱歌集』第三学年用　1933 年初版

満洲では寒さに負けない体力づくりのために、全域にわたって子どもたちの外遊びが奨励
されていた。57 氷点下 30 度の戸外でも、子どもたちは「普通に遊んでいた（小池妙子
2010、吉岡 2010）」し、氷点下 25 度までは戸外で遊ぶように指示されたという。同窓会で
歌われる《わたしたち》は三拍子の流れに乗ったわかりやすい歌詞で、スケートをしながら
実感を込めて歌われたことだろう。満洲で経験した身を切るような寒さが戦後のさまざまな
困難に置き換わっても、長く厳しい冬のまにまに、兄弟姉妹や友達と声を合わせて歌った記
憶は忘れまい。

歌には作品としての価値があるだけではなく、場を同じくして共に歌うという社会的行為
や、声が響きあうという即時的な生の現象のなかにも重要な意味がある。旧在満日本人が同
郷会や同窓会で出会う人たちは自分がかつてその場所に生きたという事実を保証してくれる
人たちであり、満洲唱歌を合唱するときには、人知れぬたくさんの思い出とともに心理的な
埋め込みを実感したことだろう。

満洲の景物を題材に満洲の音やことばを取り込んだ満洲唱歌は生活の記憶と強く結びつい
て想起されており、唱歌科教科書編輯委員の企図―「満洲で生まれた日本の子どもたちに
満洲の地霊を感得させなければ故郷としての親しみはもてないだろうと考え、なんとかして
この土地らしいうたを新しく作らなければならない」（園山 1973：６石森延男序文）―は、
高い水準で達成されている。

しかし、郷愁の想いに被覆されてはいるが、ここには教育の根幹にかかわる問題が存在す
る。《わたしたち》は外遊びをするときの子どもたちの心情にあった応援歌としてなつかし
く語られ、遊びの名のもとに不可視化されているが、小学生に氷点下 25 度の戸外で遊べと
いうのは行き過ぎた指導ではないだろうか。従来、雪遊びやスケートによる体力づくりは遊
びの延長として認識され、子どもたちの自由や自発性を尊重した指導法として評価されてき
たが、酷寒のなかであるのなら、まぎれもない鍛錬であろう。こうした指導が満洲全域の日
本人学校で奨励されていたのは、当時の教育の目的が、日本の発展を保証するに足る強い身

57	 極寒のなかでも外遊びが奨励されていた様子は、同郷誌にもみられる。「昼休みの休憩時間が来ると週番の先生が
回ってきて、皆外へ追い出された。しかし零下二十五度を超えると強制はされなかったように記憶している。」（東
京撫順会 2012 復刻版：22）
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体と意志を備えた能動的な人間を育成することであったゆえである。子どもたちの感性や人
格の尊重に配慮しながら子どもの自発性を教育的にコントロールし、究極のところでは子ど
もを資源として見ているのは矛盾であり、先進的といわれた教育の限界を示している。

２）　満洲唱歌の評価
これまで見てきたように、満洲の記憶はなつかしいだけではなく痛みを伴って想起されて

おり、旧在満日本人の間には沈黙や確執もある。そして、引き揚げ帰国子女のなかの歴史認
識も一様ではなかった。

そうしたことから、満洲唱歌の評価については歌に郷愁を覚える人たちがいる一方で、在
満日本人の豊かで平和な暮らしが中国人の犠牲の上に成り立っていたと考える人たちの評価
は、消極的であった。

・	満洲唱歌が懐かしいかと聞かれたら、そりゃ懐かしいですけど、満洲のことを全部
思い出すんです。つらいです。（吉岡数子さん 2010）

満洲唱歌への思いを「つらい」とする心中は察するに余りあるが、この回答にみるように
満洲唱歌は称賛される一方で留保され、評価は二分されている。

しかし、いずれの立場にあっても、政治的なまなざしのもとに有能で教育経験豊富な教師
によって創作された満洲唱歌は、在満日本人の文化アイデンティティ形成に作用し、満洲の
記憶と関連しながら戦後の生活にも影響を及ぼしていた。引き揚げ者として冷遇された帰国
子女には内地の日本人とは異なる自己形成がなされていたことがうかがわれ、「児童の日常
目撃するもの」を題材に創られた満洲唱歌は、満洲で唱歌教育を受けた子どもたちの共有物
としてアイデンティティの象徴となっていた。

第 4 章　考察

満洲独自の唱歌科教科書は、現職教師（あるいは経験者）が満洲に生きる優れた日本人の
育成にふさわしい内容を共同で吟味し、作成したことで、文部省編纂の『尋常小学唱歌集』・
『新訂尋常小学唱歌集』よりもはるかに明確に新教育思想を反映していた。内地の公立学校
では、教育内容の一定水準を担保するために「教授細目」の順守が求められており、新教育
の内容をカリキュラムに反映することは困難であったから、南満洲全域の日本人学校（公教
育）で新教育が行われていたことの意味は大きい。

唱歌科教科書が「教育実際家」（現職教師や教職経験者）によって編集されたことは教材
の分かりやすさに結びついており、『満洲唱歌集』は全曲が書き下ろしの新曲であっても日
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本語の歌としてわかりかりやすく、在満日本人に受容されやすい特性を備えていた。満洲唱
歌の歌詞には子どもの感性が尊重され、子どもの日常が重視されているだけではなく、音声
言語としての日本語のアクセントや特殊拍のリズムが生かされている。そして、唱歌の題材
は子どもたちのよく知る満洲の生活の中から選ばれ、歌詞には日本語話者が聞き取った中国
の音やことばが日本語化して用いられて、声のメディア性が活かされている。こうした耳で
聞いてわかる歌の創作は、当時の音楽教育界の期待に応えるものであった。

また、日本は国際社会の一員であるという自負が、当時のドミナント・パティキュラーで
あった西洋音楽による教育を文明化の使命として遂行させている。唱歌科の学力を読譜力と
して編集された『視唱教本』は、唱歌科教科書として日本人のみならず中国人の子どもたち
にも用いられており（南満洲教育会教科書編輯部 1932：125）（竹中 2005：353）、こうした
点から勘案すると、満洲の唱歌教育は国際理解教育を想定したものとして、また、内地の唱
歌教育がさらにローカル化した例としてみることができるだろう。

しかし、第２期『満洲唱歌集』の高学年の歌唱教材の内容がファシズムに即時的に合流し
ていることや、厳寒期のスケート遊びの奨励に軽やかな新曲で応えたことは、大正新教育に
内在していた膨張主義（たとえば海外に雄飛する日本人の育成）が、満洲という場に作用す
る力学によって先鋭化して現われたものと考えられ、大正新教育の限界をも示して	
いる。

さらに、国際理解を目ざしながら文化的な差異の承認には序列が付与されており、編集方
針における在満日本人社会のモラル形成と民族協調のあいだにはねじれが存在する。同文同
種や社会的平等、博愛といった平等言説を取り込みながら、異文化のなかで暮らす在満日本
人のアイデンティティの担保と育成のために日本の伝統や慣習を尊重し、日本主導の社会秩
序の構築と維持を志向している。そして、このねじれは、個人のレベルでは教育という「文
明化の使命」や「亜細亜の大局」として意識されており、オリエンタリズムがすでに内面化
されていたことがうかがえる。歌詞の内容分析からも「文明化の使命」や「亜細亜の大局」、
「東亜の新秩序」といった大きなスローガンの下では、満洲の五族の中で育つ子どもたちへ
の郷土教育は生活の中の社会構造を転写した歌に、満洲に生きる日本人の社会的責任は日本
による開拓と維持を肯定する歌に変容していたことは明らかであった。こうした理念と実態
の間にみられる変容は、日本の大陸政策の最前線であった満洲に働く場の力（あるいは感
情）―中国領土内にありながら祖国の命運を賭けた日清・日露の戦場であり、多くの英霊
の眠る場である日本の「飛び地」として認識されていたこと―によって、満洲の郷土教育
の目的であった日本人としてのアイデンティティ形成が、郷土の生活に根差したナショナリ
ズムの構想の中で展開されていたことを示唆している。

さらにいえば、満洲唱歌が即時的に共感を以て迎えられたのは歌に在満日本人社会に見ら
れる郷土意識や社会的責任感が表れていたゆえである。編輯委員会が概念的に依拠したイデ
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オロギーは、当時の在満日本人社会における支配的なイデオロギーと重なっており、質問紙
と聞き取り調査においても、満洲唱歌は満洲の生活と強く結びついて想起され、編輯委員会
が目指した郷土教育―満洲を故郷として意識する子どもを育てること―は高い水準で達
成されている。「教科書編輯委員会」という集団によって抽象化された満洲の生活が『満洲
補充読本』をはじめとする満洲独自の教科書の内容と連動して直観的に伝えられ、直観的に
受け入れられ、満洲の生活の歌を歌うことがイデオロギーへの能動的合意や社会体制への自
然な順応を招来したといえるだろう。

また、満洲唱歌は敗戦と引き揚げの後も、満洲で学校教育を受けた子どもたちの共有物と
して想起され、歌われることによって、時空を超えて旧在満日本人社会への埋め込みを担保
している。在満日本人は敗戦によって居住地を追われ、共同体が解体したのみならず、内地
においては「引き揚げ者」、「外地育ち」として冷遇されるという二重のディアスポラを体験
しているので、満洲唱歌が同窓会や同郷会で合唱されることによる心理的な効果は大きかっ
たと考えられる。

ところが、満洲唱歌の評価は一定せず、郷愁に満ちた肯定的なものばかりではなかった。
しかし、評価が分かれていても、満洲唱歌は在満日本人の記憶の底にあり、政治的な立場や
歴史認識の違いを越えた感情の器として浸透していた。そして、満洲唱歌は自叙伝として聴
かれるだけではなく、よく整えられたことばと分節化されたリズムに乗った旋律が、色彩や
匂いなどの共感覚を伴って想起され、歌はイデオロギーの乗り物としてだけではなく、満洲
の生活の記憶の引き金となっていた。

こうした満洲唱歌の想い出や評価は、独自の唱歌科教科書の主旨が歌の学習によって内面
化され、子どもの心に作用していたという、ひとりひとりの物語でもあった。見方を変える
と、満洲唱歌に謳いこまれた生活感情は在満日本人に共感されることによって共同の意識を
生成し、戦後は、民族化された共同性の感傷を生成したといえるだろう。教科書編輯委員会
が理念とした「民族協調」は生活の現実とは一致していなかったが、満洲に生きることを主
体的に受け入れた編輯委員の自己了解と表現者としての内省が唱歌科教科書に遍在している
ので、満洲唱歌は文明化による東アジアの統合を信じた日本人の間で共有されたのである。
そして、戦間期に作られた満洲の新しい歌「満洲唱歌」は原籍地の異なる日本人をつなぎ、
戦後は満洲育ちの日本人をつないで、独自の社会を生成したのである。
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第 5 章　むすび

満洲独自の唱歌科教材である『満洲唱歌集』の歌詞には日本人のまなざしで見た満洲の風
土や風俗、在満日本人の生活がわかりやすく描かれ、日本語のはなしことばのビートを活か
したヴォカリゼーションがみられるなど、編輯委員の「教育実際家」としての器量が活かさ
れた、当時としては先進的な芸術教育であった。そして、満洲唱歌の歌詞は在満日本人とい
う「共同」の関係にある人びとの社会意識をすくい取るように体現しており、社会像が共有
されている。それゆえ、満洲唱歌は満洲の生活の記憶の引き金となって、戦後も旧在満日本
人の社会的文化的紐帯の象徴として機能している。

しかし、満洲の唱歌科教科書は大陸の政治状況と当時の教育思想の結節点に現れた時代の
産物であり、その既定を超えてはおらず、「民族協調」を謳う編集方針と満洲唱歌に内在す
る社会統制への意思の間には矛盾があった。この矛盾はおそらく、満洲育ちの人びとのなか
で満洲唱歌の評価が二分されていることと関連しており、満洲唱歌が日本人の生活感情や習
慣の文化的再生産の機能を果たしながら、同時に社会統制のメカニズムとして機能し、子ど
もの意識が階級関係として構造化されていたことが推測された。

こうしたことから、満洲独自の日本人学校用唱歌科教科書は大正新教育に内在していた可
能性を具体的に示すと同時に、時代的な制約や限界をも示しているといえる。

満洲唱歌は大正新教育の思潮を存分に吸い込んだ「教科書の歌」であった。しかも、満洲
の学校の先生が共同で作った、子どもたちの「生まれ故郷の歌」でもあった。満洲の唱歌教
育は断絶して久しく、学習経験者の評価も一様ではなかったが、満洲の生活に根ざして創作
された満洲唱歌は子どもたちの心に残り、現実を認識する道筋として過去と現在をつないで
いた。このことは満洲の唱歌教育が芸術教育として一定の成果を収めていたことの証左でも
ある。満洲で学校教育を受けた方々が、戦後 65 年（調査当時）を経ても音や声、歌を感情
の乗り物にして過去と向き合う時間を持たれているのは、満洲の日本人教育が日本人社会の
なかに限局されてはいたものの、自らの生活の現実に目を向け、主体的に考えることを重視
した新しい教育であった成果であるといえるだろう。
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The Shōka kyōiku (唱歌教育, the Shōka song education) 
in Manchuria

―	A	study	based	on	the	“Song	textbooks	for	Japanese	school”	published	by	
the	South	Manchurian	Association	for	Education,	1924-1937	―

HIRAO Keiko

This	essay	is	based	on	content	analysis	of	shōka	song	textbooks	that	were	published	
by	 the	 South	 Manchuria	 Association	 for	 Education	 (1924-1937)	 for	 Japanese	 schools	 in	
Northeast	China,	former	region	of	Manchuria,	as	well	as	on	questionnaires	and	interviews	
conducted	by	the	present	author	with	former	Japanese	school	children	in	Manchuria.	These	
textbooks	were	published	for	Japanese	children	in	South	Manchuria,	the	former	Kwantung	
Leased	Territory	in	southern	Liao-dong	and	South	Manchuria	Railway	Zone.	This	essay’s	
aim	 is	 to	 illuminate	 cultural	 discourses	 surrounding	 these	 shōka	 song	 textbooks	 at	 the	
time	when,	following	the	aftermath	of	World	War	I,	the	idea	of	“world	peace”	was	sought	
politically	by	the	League	of	Nations.	Thus	by	going	beyond	criticism	of	colonial	hegemony,	
this	essay	reveals		the	perspectives	of	the	shōka	song	textbook	editors	and	learners	who	
lived	in	the	Kwantung	Leased	Territory	during	1920-1945.

Manchuria’s	 song	 textbooks,	 “Manshu	 Shoka-shu”	 (満洲唱歌集),	were	 published	 after	
a	 joint	 editorial	 work	 undertaken	 by	 the	 two	 governmental	 departments:	 the	 Japanese	
language	department	(国語科)	and	the	shōka	department	(唱歌科).	Shōka	song	education	in	
Manchuria	was,	first	and	foremost,	a	child-centered	education.	The	song	lyrics	of	the	“Mans-
hu	Shoka”	sang	about	the	cultures	and	lives	of	Japanese	people	in	Manchuria,	while	the	song	
melodies	were	composed	in	accordance	with	the	linguistic	articulacy	of	spoken	Japanese.	The	
chief	editors	of	the	song	textbooks	were	education	specialists	known	as	the	Kyoikujissaika		
(教育実際家),	who	contributed	to	creating	the	state-of-the-art	Arts	Education	system	of	this	
time.	Each	Japanese	communy	of	Manchuria	followed	the	Japanese	public	policy,	which	had	
carried	the	slogans	of	social	equality	and	benevolence.		Against	this	historical	background,	
the	“Manshu	Shoka”	songs	depicted	the	lives	of	such	Japanese	communities,	and	a	sense	
of	 intimacy	shared	between	Japanese	people	 in	Manchuria	at	this	time.	 	In	other	words,	
“Manshu	Shoka”	songs	played	the	key	role	in	illuminating	such	sense	of	social	and	cultural	
connectedness	that	had	exited	in	such	Japanese	communities.	

The	songs	are	 ,thus,	 important	historical	 records,	which	embody	the	memories	held	
by—and	which	reveal	the	lives	of—the	Japanese	settlers	in	pre-World	War	II	Manchuria.	
In	the	present	day,	these	songs	continue	to	reveal	the	tremendous	destructions	of	war	that	
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followed,	and	what	Japan’s	defeat	of	World	War	II	had	come	to	mean	for	the	lives	of	such	
ordinary	Japanese	people.	

Having	said	that,	however,	the	“Manshu	Shoka”	songs	were	the	products	of	the	political	
climate	and	education	ideology	of	prewar	Japan:	there	is	an	explicit	contradiction	between	
the	ethos	of	“ethnic	cooperation”	as	had	been	put	forward	by	the	textbook	editors,	and	the	
inherent	 intention	 of	 the	 Japanese	 authorities	 to	 take	 control	 over	 Japanese	 societies	 in	
Manchuria.		On	the	other	hand,	the	Manchurian	textbook	industry	at	this	time,	made	use	
of	the	“new	education”	system	that	had	come	to	be	attenuated	 in	mainland	Japan.	From	
the	 perspectives	 of	 educating	 a	 child’s	 sensitivity,	 the	 newly	 composed	 “Manshu	 Shoka”	
songs	for	children	were	categorised	as	part	of	the	colonial	education,	precisely	because	their	
“home”,	about	which	they	sang,	pointed	to	none	other	than	Manchuria.	These	contradictions	
relate	to	the	divided	discourses	surrounding	the	“Manshu	Shoka”	songs.	In	other	words,	the	
“Manshu	Shoka”	songs	reveal	the	historical	dynamics	in	which,	on	one	hand,	function	as	the	
key	records	of	Japanese	people’s	everyday	lives	in	Manchuria,	while	on	the	other,	the	songs’	
political	purpose	to	occupy	Manchurian	societies,	through	attempting	to	plant	in	children’s	
minds	the	disturbing	ideas	of	racial	hierarchies.
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研究室だより
平成29年度（2017 年度）

■在籍学生数（休学中は含まない）
学部２年　　　　　７人
学部３年　　　　　９人
学部４年　　　　　９人
博士前期　　　　　８人
博士後期　　　　　10人
研究生　　　　　　５人

■研究員の受け入れ
招へい研究員　山口真季子
日本学術振興会特別研究員　辻本香子

■非常勤講師の委嘱
秋吉康晴「	サウンド・スタディーズ英語文献講読」「ポピュラー音楽研究に関連する理論的な文献

の精読」
堀朋平「	クラシック音楽の可能性を問う：シューベルト研究」
増田聡「	現代日本のポピュラー音楽環境と「音楽する主体」」
安田昌弘「音楽の社会調査」

■卒業論文
山野　寧々「マンドリンという楽器―政治的及び文化的側面から―」
久保田　あゆみ「リトミック教育におけるプラスティック・アニメに関する考察」
迫　直往「日本における古楽実践という音楽的行為」
藤田　裕樹「J-pop におけるクロスジェンダード・パフォーマンス」
中原　瑞彩「音楽メディアの変遷における価値意識の変容―収集行動に着目して―」
吉見　奈恵「音楽ライブにおける聴取行為の変遷と現状―ロックフェスを例に―」

■修士論文
松井　拓史「	戦後初期のハンガリー国立民俗アンサンブル―文化ナショナリズムとスターリン主義

の摩擦と妥協―」

■博士論文
山本　耕平「戦後音楽教育における『情操』概念の機能」



阪大音楽学報　第 16・17号（合併号）

146

平成 30年度（2018 年度）

■在籍学生数（休学中は含まない）
学部２年　　　　　６人
学部３年　　　　　７人
学部４年　　　　　12人
博士前期　　　　　９人
博士後期　　　　　10人
研究生　　　　　　３人

■研究員の受け入れ
招へい研究員　筒井はる香
日本学術振興会特別研究員　なし
コース・アシスタント　薗田郁（教務補佐員）　藤下由香里（教務補佐員）

■非常勤講師の委嘱
矢野原祐史「現代における音楽実践論」

■卒業論文
久保　綺羅「高千穂神楽―太鼓から見る民俗芸能―」
小松　啓子「フィレンツェにおけるコジモ一世の婚礼（1539）―権力を上演する君主―」
柴田　朱音「日本の初期の音楽図書館―南葵音楽文庫の事例を中心に―」
鈍宝　理紗子「カヴァーソングを用いたテレビ・コマーシャルの研究」
古川　義久「日本におけるニューメタル―ジャンル名の問題を中心に―」
元井　雛「子ども向け音楽の歴史における『おかあさんといっしょ』」

■修士論文
芦崎　瑞樹「輸入大衆音楽のカテゴリー化―「ポップス」の語を中心に―」
加藤　賢「「渋谷系」と「渋谷」のあいだ―ポピュラー音楽のローカリティ形成と変容―」
近藤　美奈子「日本におけるアイルランド音楽の受容と実践」
八谷　誠人「再分析、増殖、包絡線―ブーレーズ《ノタシオン II》の分析―」

■博士論文
秋山　良都「	統一後ドイツにおけるポザウネンコアの研究―ハノーファー福音ルター派教会教区の

事例を中心に―」
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１．投稿資格
・本誌への投稿は、大阪大学大学院音楽学研究室（以
下「当研究室」）において、下記のいずれかの項
に該当する者とする
１）当研究室にて博士前期課程を修了した者
２）当研究室にて博士後期課程在籍中の者
３）当研究室にて博士後期課程を修了あるいは満
期退学した者

４）当研究室にて博士号を取得した者
５）当研究室に関係する教員
６）当研究室が特に認める者

２．投稿の種類
・本誌への投稿は未公刊の「論文」のみとする

３．書式と執筆要領
１）書式について
・原稿はＡ４判とする
『阪大音楽学報』編集委員会の作成した最新の「書
式の原則」を参考のこと（当研究室HPよりダウン
ロード可能）
・「書式の原則」については当研究室まで問合せの
こと

２）執筆要領
・論文に用いる言語は次のいずれかの方式とする
１）本文を日本語で書き、日本語以外で要旨を付す
２）本文を日本語以外の言語で書き、日本語で要
旨を付す

・論文の分量は本文・注、および譜例・図表・図版等
も含め、和文の場合は400字詰め原稿用紙30枚～
50枚程度、欧文の場合は7,000ワード程度とする

・要旨は、和文の場合は800字以内、欧文の場合は
300ワード以内とする

・注は後注方式で執筆のこと（編集段階で脚注方式
に変換）

・引用楽譜等については、執筆者の責任において、
著作権表示を行うこと

・著作権表示が必要か否かの判断、および楽譜出版
社等への問合せは、執筆者本人の責任とする  
譜例・図表・図版および対訳等で写真製版を希望
するもの（以下、譜例等）については、本文中に
挿入すべき箇所を明示した上で、原稿を印刷原稿
に添えて提出のこと

・譜例等は、指定分量に含まれるものとし、原稿内
に相当文字数を示すこと

・日本語以外の言語を使用する際（要旨を含む）に
は、その言語を母語とする人物（ただし、研究者
であることが望ましい）による校閲を経た上で提
出することとし、同時に、校閲者の氏名を別紙『論

文投稿届』に記載すること
・分綴法の原則に留意し、さらに、ウムラウト、ア
クサン等はプリント・アウトした提出原稿に赤字
で指示のこと

４．論文の提出
・あらかじめ指定する期日までに『投稿届』を提出
する
・以下の３点を揃えて提出のこと
１）MS-Wordまたはテキスト形式のファイルを
記録したCD-ROM等、電子メディアを２部  
同メディアにはラベルを貼付し、以下の事項
を明記すること

　　　　氏名
　　　　ファイル名と中身の注記
　　　　（例：本文、図版、要旨など）
　　　　作成年月日
　　　　 使用しているメディア、コンピュータの

OSおよびワープロソフトの種別とその
ヴァージョン

２）上記データをプリント・アウトしたもの２部
３）『論文投稿届』１部
・論文提出先：『阪大音楽学報』編集事務局（大阪
大学音楽学研究室内）
　※ 論文およびCD-ROM等は原則として返却しない

５．投稿論文の採否および掲載号
・投稿された論文は、当研究室の教員による編集委
員会を組織し審査する
・各論文は、編集委員または編集委員会が委嘱した
学外の学術アドヴァイザーによる査読を経て、編
集委員会において採否を決定する
・掲載に当たっては、修正を求めることがある
・大幅な修正が必要な場合は、掲載を次号以降に送
ることがある
・掲載号および掲載の順序は当研究室の担当教員が
決定する

６．校正
・著者校正は、初校および再校の２回とする
・著者校正では、原則として印刷上の誤り以外の字
句の修正や挿入を行えないものとする

 
次号の投稿
・『投稿届』を2020年11月30日、論文については 
　2021年２月28日必着（直接持参、あるいは、書
留郵便あるいは宅配便などの配達記録が確認でき
る方法で送付すること）

『阪大音楽学報』
投 稿 規 程

　輪島さんが書いているとおり、新任の鈴木聖子さんに強力に推し進めていただき、今回は合併号という
形でようやく刊行の遅れを取り戻しつつあります。執筆者の皆さん、校正などに協力してくださった方々、
そして鈴木さんに深謝いたします。
　私は息子に教えてもらった網野善彦『古文書返却の旅』という新書に感銘を受け、「後始末」というも
のは大事だなあ、と思う日々。この『阪大音楽学報』を軌道に戻すことも含めて、そろそろ「後始末」を
真剣に考えないとと思っています。
 （伊東信宏）

　刊行が遅れている間に、世の中がとんでもないことになってしまいました。しかし、今号も、時代、地
域、対象、方法論のいずれにおいてもきわめて多様な論文が集まり、阪大音楽学研究室の研究の幅の広さ
と質の高さをお伝えできると確信しています。2020年度からは雅楽からストリップまでお一人でカバーす
るスーパー助教、鈴木聖子さんをお迎えし、この逆境の中でもさらなる発展が望まれます。ということで、
「来年はモア・ベターよ」と懐かしの和製英語で締めたいと思います。
 （輪島裕介）

　2020年春、本号の執筆者の一人でもある藤下さん（昨年度のCA）から丁寧に仕事の引き継ぎをして頂
きつつも、大変な時期に航海中であった『阪大音楽学報』を前に、不安にならなかったといえば嘘になり
ますが、執筆者の皆さんが研究室や図書館の閉鎖など悪条件を乗り越えて全力投球で取り組んでいる姿に
刺激を受けました。また、猛暑の中、気温と同じくらい熱く校正の補助に入ってくださった皆さんとも楽
しい時間を過ごしました。このような素晴らしい刊行物を持っている研究室に来たことを誇りに思います。
 （鈴木聖子）
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きつつも、大変な時期に航海中であった『阪大音楽学報』を前に、不安にならなかったといえば嘘になり
ますが、執筆者の皆さんが研究室や図書館の閉鎖など悪条件を乗り越えて全力投球で取り組んでいる姿に
刺激を受けました。また、猛暑の中、気温と同じくらい熱く校正の補助に入ってくださった皆さんとも楽
しい時間を過ごしました。このような素晴らしい刊行物を持っている研究室に来たことを誇りに思います。
 （鈴木聖子）
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