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日本の音楽“雅楽”

なぜ今回のお題が雅楽か

ある日のレッスン中に私は質問を受けまし
た。「日本では、いつからドレミファソラシ
ドという音の名前で呼んでいたの？」と。

なかなか面白い質問ですよね。今日はこの質
問をきっかけとして、日本に古くからある音
楽、「雅楽」のお話をしようと思います。

ドレミは明治時代から

皆さんもご存知のように、［ドレミファソラ
シド・Do Re Mi Fa Sol La Si Do］はイタリア語
です。このドレミファソラシドという言い方
を日本人が使うようになったのは明治時代、
西洋の文明が日本に入ってきた時でした。

というわけで先程の質問の答えは「明治時
代」となるのですが、ではドレミファソラシ
ドという名前を使う前に日本人は、音の名前
をどう呼んでいたのでしょう。

ハニホヘトイロハ？・・・そうではありませ
ん。ハニホヘトイロハは、明治時代にドレミ
ファソラシドが入ってきた時に、それを日本
風に置き換えただけのものです。［いろはに
ほへと］をあてはめたのです。

日本には大変に古くから続いている音楽があ
ります。今、私達が演奏している西洋のクラ
シック音楽よりも、ずっとずっと古くからそ
のスタイルを完成させた音楽です。それは美
しく緻密で、感性の高いものです。それが雅
楽です。
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この雅楽は、そのスタイルを確立したのが約
1200年前です。

日本古来からの音名は？

雅楽は師匠から弟子へ口伝えで受け継がれて
きたものですが、その覚え書き程度としての
譜面が残っています。（西洋音楽にしてもこ
の点は同じことで、楽譜に書かれていないこ
とも知っていなければ、作曲家が意図した演
奏をすることができません。）

別紙①を見ると、漢字やカタカナで書かれた
譜面がいくつかコピーしてあります。

これには何が書いてあるのかというと、その
楽器の押さえるポジション（琵琶や琴ならば
弦を押さえる場所、笛ならば押さえる穴）
だったり、音のずらし方や、強さや弱さが書
いてあります。

また笛の場合、吹く音を口でマネして歌って
みた時の擬音（ドレミのような音名でなく、
タラリ～♪などの歌い方）を書いて、そのよう
に吹くように指示してもあります。

これが雅楽の楽譜です。こうした楽譜の表し
方は、西洋音楽とは全く異なる方法です。

西洋音楽の音符（おたまじゃくし）では書き
表せない、非常に複雑な音を持つのが雅楽
で、音はドレミファソラシドだけではないの
です。

ドとレの間にも音があり・・といった具合な
のです。そのため、「ドレミファソラシド」
のような単純な呼び名だけでなく、楽器のポ
ジションや擬音など複数の言い方を混ぜなが
ら、独特の「音の呼び方」が完成していきま
した。

そのため、音の名前はサッと説明できるもの
ではなく、雅楽に使用する楽器の演奏方法を
理解すると音の名前が分かる・・という、と
ても複雑なものです。

余談・・言語についても、日本語は難しい言
語だと言われています。音楽面においても、
やはり複雑な多様性を持っているようです。
こうした関連性を見つける度、面白いなぁと
思います。

平安時代の人々

今から1200年前の日本は何時代だったのかと
いうと、平安時代です。貴族が力を持ってい
た時代ですね。

また文学のことも併せて考えてみると、約
1000年前に書かれた、紫式部の「源氏物語」
は、世界の中で現
存する最も古い長
編小説だそうで
す。日本人とし
て、誇らしい気持
ちになりますよ
ね。

2

ががく かくりつ やく

ねんまえ

あいだ ぐあいおと

たんじゅん よ がっきな

ぎおん ふくすう い かた ま

どくとく よおと かた かんせいにほんこらい おんめい

ががく ししょう でし くちづた う つ

おぼ が ていど

ふめん のこ せいようおんがく

てん おな がくふ か

し さっきょくか いと えん

そう

べっし み かんじ か

ふめん

なに か

がっき お びわ こと

げん お ばしょ ふえ お あな

おと かた つよ よわ か

ふえ ばあい ふ おと くち うた

とき ぎおん おんめい

うた かた か

ふ しじ

ががく がくふ あらわ

かた せいようおんがく まった こと ほうほう

せいようおんがく おんぷ か

あらわ ひじょう ふくざつ おと も ががく

おと

よだん げんご にほんご むずか げん

おんがくめんご い

ふくざつ たようせい も

かんれんせい み おもしろ

おも

へいあんじだい ひとびと

いま ねんまえ にほん なにじだい

へいあんじだい きぞく ちから も

じだい

ぶんがく あわ かんが やく

ねんまえ か むらさきしきぶ げんじものがたり

せかい なか げん

ぞん もっと ふる ちょう

へんしょうせつ

にほんじん

ほこ きも

おと なまえ せつめい

ががく しよう えんそうほうほう

りかい

がっき

おと なまえ わ

ふくざつ

たび

がくふ



別紙②は、平安時代に描かれた絵巻物のコ
ピーで、当時の人々が雅楽を楽しむ様子を見
ることができます。

別紙③は、雅楽で主に使用する楽器の写真で
す。

ここで少し、楽器についてのお話と、私のこ
とを書こうと思います。

龍笛を吹くこと

私は10年くらい前から、龍笛という笛を趣味
で吹いています。なぜ日本古来の笛を吹くの
かというと、もともと日本の古典文学が好き
なのが理由の１つです。色々な物語や日記の
中にはよく、登場人物達が雅楽を演奏する場
面が書かれています。

例えば源氏物語では場面ごとに、実在する曲
を登場人物達が演奏するのです。この曲は全
て、最近「陰陽師」の物語で有名になった源
博雅の作品です。

登場人物が「盤渉調
を弾き鳴らし」とあ
れば、それを西洋音
楽に置き換えてみる
と「月光ソナタを弾
いた」というような
ことになります。

となれば自然に興味もわくもので、いったい
この場面に流れている音楽はどういう響きな
のだろう、という興味を放っておくことはで
きませんでした。

それから私が笛を吹くもう１つの理由は、西
洋音楽を専門にやっている自分が、自国の音
楽を知らずにいることは恥ずかしいことだと
思ったからです。

そして音楽を知るには、実際に楽器を奏でて
みなければ分からないことも多いだろう、と
考えて、聴くだけでなく、演奏もしようと
思ったのです。

そして何故、龍笛を選んだのかというと、民
族の持つ身体能力をより感じてみたいという
思いから、「息」を使う楽器をぜひにと思い
ました。

その中から「笙」「龍笛」「篳篥」にしぼり
ました。

笙の音色は「天から降り注ぐ光の帯」、龍笛
の音色は「天と大地をつなぐ龍の声」、篳篥
の音色は「地上に暮らす人間の声」と言われ
ていることから、好みで龍笛を選びました。

この龍笛、息をもの凄く使うのです。といっ
ても、「力技」はいらないのだと思います。
要は「身体が使えているか」、「深い息」が
できているか、「丹田のゆるぎない安定」が
あるかだと思います。つまりは『腹が据わっ
ているか』です。まさに日本人固有の身体能
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力なくしては、奏でることのできない楽器で
す。

私は以前に古武術を少ししていたのですが、
その時も師匠に「丹田」という腰肚の重心の
ことを、１番の大切と教えていただきまし
た。

日本人の「息」については、斎藤孝さん
（『声に出して読む日本語』でおなじみの）
という方が本を書いてらっしゃるので、興味
のある方は読んでみてください。

ちなみにこの龍笛、シルクロードを渡って
ヨーロッパにてフルートとなりました。ヨー
ロッパの笛吹きの人々は、龍笛を見ると大抵
「設計ミスだ」と思うようです。息の文化の
違いから、音を出すことが大変に難しいそう
です。

雅楽の表現・感性

日本人は四季による自然の移り変わりに敏感
で、そして全ての物に心が宿るというような
感覚を持つ人も多くいるように思います。ま
して、平安時代の貴族達の雅びさ、インテリ
度、感受性の豊かさには目を見張るものがあ
ります。

彼らは生活の中に易という占いに由来する陰
陽説と、世界を木・火・土・金・水の五行で
説明する五行説とを大切に取り入れていて、
雅楽もこれらの思想から成り立っています。

雅楽の面白い所は、季節や天候、時間等に
よって演奏する調子（曲の種類）を決めるこ
とです。

五行説の簡単な取り決めを書いておきます。

木＝東・春・朝・双調

火＝南・夏・昼・黄鐘調

金＝西・秋・夕方・平調

水＝北・冬・夜・盤渉調

土＝中央・土用・壱越調

雅楽の中には「楽舞」という、舞い（踊り）
を伴う音楽がありますが、左側で舞う人は陽
の世界を表して赤系統、右側で舞う人は陰の
世界を表して緑系統の装束（衣装）を身に付
けます。また踏み出す足も、陰や陽によって
右足から・左足からという決まりがありま
す。

これらの思想を調べてみると、何とも神秘的
でロマンチックでもあり、宇宙の天文学と自
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分たちの繋がりを考えるダイナミックさも持
ちあわせています。

雅楽と他民族音楽との類似

雅楽は日本人のものではありますが、日本人
だけによって自然に発生し育まれてきたもの
ではありません。

人々は何千年も前か
ら海を渡り、陸を移
動し、色々な民族間
の交流がありまし
た。

そう考えると、この
世に「純粋な伝統音楽」というものは存在せ
ず、様々な民族の影響があって音楽（文化）
は変化していくもの、ということになりま
す。

そうした考えの中で、雅楽はどのような民族
音楽と類似があるのか、また違いがあるの
か、書いてみます。（驚くほど遠くの民族と
の類似もあります。偶然なのか、それとも交
流があったのか。私は、世界はシルクロード
で繋がっていたと考えます。）

音階について

日本には伝統的な音階が4つあり、それぞれが
他の国の音階と同じ作りになっています。

①まず１つめの音階は、日本のわらべうたや
民謡に使われているもので、朝鮮、中央アジ

ア、そして遠くトルコ、ヨーロッパのハンガ
リーと同じです。

②２つめの音階は陰音階と呼ばれるもので、
江戸時代になって三味線や箏曲によく使われ
たものです。これらは朝鮮、インドネシア、そ
して遥か遠くのアフリカと同じです。

③３つめの音階は律音階といって、雅楽に使
われている音階です。こちらも朝鮮、中国、
東南アジア、さらに中央アジアやモンゴル、
北へ上がってエスキモー、アメリカインディア
ンと同じです。

④４つめの音階は琉球の音階で、琉球（沖
縄）はもちろん、インド、チベット、台湾、
そしてまた遠くのアフリカと同じです。

私はハンガリーの作曲家によるクラシック音
楽を聴いたり弾いたりする時、その作風は明
らかに遠い国のものであるにもかかわらず、
わずかな一瞬に懐かしい響きと出会うことが
あります。ハンガリーの人も日本の音楽を聴
くと同じように思うそうです。

世界地図があったら、ぜひ指で追ってみてく
ださい。大昔の人々の好奇心、そして行動範
囲の広さを思うのも、また楽しいものです。

リズムと強弱について

では次に、リズムと強弱について、西洋音楽
と日本の音楽がどう違うのかを書いてみま
す。

西洋音楽のリズムの基本は〈強拍・弱拍〉と
いうシステムから成り立っています。〈拍〉の
単位、順位というものがとにかく大切で、リ
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ズムに強弱をつけて、拍の性格を決定づける
方法で音楽を作っています。

日本の雅楽は、音楽の内容（感情）を表現す
る手段として、リズムと強弱を用いています。
そして、拍が西洋音楽のような2/4だとか4/4と
いうふうに単位が決まっているのではなく
て、一拍が必ずしも同じ長さではないのが日
本の音楽の特徴です。

言葉も同じ

リズムと強弱については、言葉の発音でも同
じことが起こっています。

英語やドイツ語、フランス語などは、アクセ
ント（言葉の強弱）を間違えると、意味が通
じません。

日本語は、言葉にアクセントがないと言って
もいいでしょう。日本語は、言葉の高低に
よって意味が決まります（箸と橋のよう
に）。そして更に、その高低によって東京弁
のようになったり関西弁のようにもなる言語
です。

さて、話が長くなりましたが、そろそろこの
辺りでまとめにしようと思います。

まとめ

日本の音楽を知るということは、他の国の音
楽を理解することにもつながるのではないで
しょうか。

それぞれの違いを認識すること、そして類似
点を見出すこと、そこから新しい興味が広
がって面白いと思います。

また、日本は海に囲まれた国でありながら、
世界中の大陸と文化でつながっています。私
達は音楽をはじめ、色々なものを「共有して
いるんだ」という意識を持って、若い皆さん
が世界の人々と助け合っていけますように。
心から願っています。

さいごに、おすすめのCDを１枚。

『源氏物語の雅楽/ 長谷川景光』レーベル・
フォンテック

このCDの解説文を一部載せます。ここに書い
てあることは、まさにその通りなのです。

『昭和雅楽と平安朝雅楽　　現在の雅楽は昭
和初期に形成された昭和雅楽と位置づけら
れ、近代雅楽の原点である明治雅楽とは演奏
速度、奏法とも大きく異なります。昭和雅楽
の演奏速度が極端に遅くなり間延びしたこと
により、龍笛、小篳篥は息継ぎの限界からブ
レス記号以外の箇所に息継ぎの箇所を多く書
き加えているのです。また、楽琵琶、笙と
いった和音楽器においても、昭和雅楽の奏法
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は大きく変化していたのです。』（引用終わ
り）

日本人に生まれてよかった。「蘇る平安朝管
弦」という副題のついたこのCDは、そう思
う、美しい音楽と朗読の数々です。

それから、もし京都に行くことがあるなら
ば、正倉院、東大寺、法隆寺を訪ねてみてく
ださい。雅楽は『生ける正倉院』とも言われ
ています。実際にその空間で、いにしえの時
を想像するのもよいと思います。

（2009年2月号・文章/ 河合美穂）
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