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プロフィール 
 

 

戸ノ下 達也 

 

1963 年東京都生まれ。音楽文化史研究家。日本大学文理学

部人文科学研究所研究員、洋楽文化史研究会会長。第 5 回

JASRAC 音楽文化賞受賞者。 

著書に『「国民歌」を唱和した時代』（吉川弘文館）、『音楽を

動員せよ』（青弓社）、『戦時下音楽界の再編統合』（音楽の世界

社）、編著に『日本の吹奏楽史』、共編著に『戦後の音楽文化』

『日本の合唱史』『総力戦と音楽文化』（いずれも青弓社）、『戦

う音楽界』（金沢文圃閣）、資料復刻の編・解題として『音楽文

化新聞』（金沢文圃閣）など、『ハンナ』『音楽現代』では公演

レビューや論考を掲載。また、演奏会の企画・プロデュースに

も注力している。 

 

 

 

Photo©AkiraKinoshita 

菅野 由弘 

 

 

東京藝術大学院修士課程作曲専攻修了。1979 年『弦楽四重奏

曲』がモナコ・プリンス・ピエール作曲賞。1994 年、電子音楽

『時の鏡 I —風の地平』が IMC 推薦作品、2002 年『アウラ』で

イタリア放送協会賞、2012 年日本文化藝術財団『創造する伝統

賞』受賞。 
 作品は、国立劇場委嘱の雅楽、聲明、古代楽器のための『西行

—光の道』(春秋社刊)、NHK 交響楽団委嘱の『崩壊の神話』、新

作聲明『十牛図』、『ピアノの粒子 3 部作』、古代祝祭劇『太陽の

記憶—卑弥呼』。NHK 大河ドラマ『炎立つ』、NHK スペシャル

『フィレンツェ・ルネサンス』、震災特集ドラマ『かつお』、『新

日曜名作座』など。『にっぽんの芸能』テーマ音楽と BGM 放送

中。現在、早稲田大学理工学術院基幹理工学部表現工学科教授、

日本作曲家協議会会長。 

 

モデレーター 

パネリスト 
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平松 恵美子 

 

1967 年岡山県倉敷市生まれ。1990 年岡山大学理学部卒業。

東京で二年間の OL 生活を経た後、会社を辞め、1992 年松竹・

鎌倉映画塾で第一期生として映画製作を学ぶ。在塾中の 1993
年に山田洋次監督『学校』の撮影現場に見習いとして参加。以

後、山田監督作品に助監督として参加。また、『武士の一分』

(2006 年)から『妻よ薔薇のように 家族はつらいよⅢ』(2018
年）まで共同脚本もつとめる。その他の監督との共同脚本作品

として、『さよなら、クロ』（2013 年/松岡錠司監督）、『釣りバ

カ日誌 16』（2005 年/朝原雄三監督）などがある。監督作品と

して『ひまわりと子犬の 7 日間』(2013 年/松竹)、『双葉荘の

友人』（2016 年/WOWOW）がある。 
 

 

坂口 理子 

神奈川県横浜市出身。早稲田大学第一文学部演劇学科卒業。

『おシャシャのシャン！』（2006 年）で第 31 回創作テレビド

ラマ大賞を受賞、『フロイデ！～歓喜の歌でサヨナラを～』

(2009 年)で第 2 回 WOWOW シナリオ大賞優秀賞、『風に聞

け』(2010 年)で第 36 回城戸賞を受賞。近年の主なドラマで

は、連続テレビ小説 べっぴんさんスペシャルドラマ『恋する

百貨店』(2017 年/NHK BS プレミアム）、連続テレビ小説 べ
っぴんさん特別編「忘れられない忘れ物～ヨーソローの一日

～」（2017 年/NHK BS プレミアム）、『女子的生活』（2018 年

/NHK)、『遙かなる山の呼び声』（2018 年/NHK BS プレミア

ム※山田洋次監督との共同脚本)他多数。映画では『かぐや姫

の物語』(2013 年※高畑勲監督との共同脚本)、『メアリと魔女

の花』(2017 年※米林宏昌監督との共同脚本)、『恋は雨上がり

のように』(2018 年)、『この道』(2019 年)、『フォルトゥナの

瞳』(2019 年※三木孝浩監督との共同脚本)などを手掛けた。
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主催者挨拶 
 

 

中戸川直史 

（一般社団法人日本音楽著作権協会 常任理事） 

 

本日は JASRAC 音楽文化賞記念講演会にお越しくださり、ありがとうございます。私は

JASRAC で常勤の役員をしております、中戸川と申します。三日前に大きな台風がござい

ました。被災された方々には心からお見舞い申し上げます。 

さて、今日これから講演いただく戸ノ下達也さんは、昨年の JASRAC 音楽文化賞の受賞

者です。本年も 11 月 18 日に同賞の発表がございます。この賞ができるまでには、JASRAC

らしい、いきさつがございます。 

JASRAC は音楽著作権の管理をしている団体です。音楽著作権の管理とは、音楽を利用

された方々から、著作物使用料を一旦お預かりして、それを作った作詞家、作曲家、その音

楽をプロモートする音楽出版社にお支払いする、そういう仕事をしています。そのお支払い

することを「分配」と呼んでいます。昨年１年間で分配した総曲数は、250 万曲にのぼりま

す。その分配の仕事をする過程で、１年の中でどの曲が一番、分配の額が多かったかという

ことが分かります。それを表彰するのが「JASRAC 賞」です。40 年前にできた賞で、毎年

春に顕彰しています。 

一方で JASRAC の事業目的というのは、音楽著作権の管理を通して、音楽文化の発展に

貢献していくことです。そうであれば数字、売上げには表れない、音楽に関連する地道な活

動に光を当てた顕彰もすべきだということで、「JASRAC 音楽文化賞」が 5 年前に設けられ

ました。選考委員は新聞社、通信社の方、放送局の方です。その方々に加えて、日本新聞協

会にもご協力をいただいて、全国の地方紙の記者の方々からも推薦をいただいております。 

昨年の受賞者である戸ノ下さんの顕彰理由は、明治の唱歌から J-POP まで、音楽文化が

大衆にどのように根付いたか、どのように変わっていったかということを、歴史的な事実に

基づいて客観的に研究された点でした。本日のテーマは「社会に翻弄された音楽を辿って」。

たっぷりとその話を聞かせていただきます。 

第二部は 3 人の方に加わっていただいて、対談形式になります。 

菅野由弘さんは作曲家で、早稲田大学理工学部の教授でもあります。菅野さんの論考と戸

ノ下さんの研究内容の共通する部分があり、JASRAC から出演をお願いしました。 

平松恵美子さんは、今年公開された映画『あの日のオルガン』の監督かつ脚本家です。戦

時下で初めて疎開した保育園、その実話を映画化され、戸ノ下さんからぜひにとオファーが



JASRAC 音楽文化賞記念講演会 

4 
 

ございました。 

坂口理子さん。この方も今年公開された映画『この道』の脚本家です。戦時下における北

原白秋と山田耕筰の友情、また創作の苦悩を描かれました。やはり戸ノ下さんからの要望に

よって、本日のご出演に至りました。 

それではこれから始まります。改めまして、本日はお越しいただき、ありがとうございま

す。 
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【第一部】 

 

基調講演 
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【第一部】基調講演 
 

 

【戸ノ下】 

本日は、私が 30 年来取り組んでいることを少しでもお伝えできればと願い、今回のテー

マを設定させていただきました。明治から 150 年の歴史を 40 分でお話ししなければなりま

せん。ポイントを絞ってお話しします。お付き合いくださいますよう、よろしくお願いいた

します。スライドに写真等を映しますが、本日はプログラムとともにお配りしているレジュ

メの内容に基づいてお話しします。 

早速ですが、皆さんにとって音楽とは何でしょうか。歌とはなんでしょうか。音とは何で

しょうか。そのようなことを何となく頭の隅に置きながら、お聞きいただければと思います。

私は、私たちの日常にあるものが音楽文化であると思っていますので、その日常にある音楽

というものが、どういう歴史を辿ってきたのか、ということについて、事実を提示しながら、

お話しします。 

まず、皆さんが普段お聞きになっている音楽。ドレミファソラシド、と西洋音階に基づく

音楽をお聴きになっていると思いますが、それがどのように、いつ頃、我が国に入ってきた

のか。どういう風に日常化していったのか。それは明治時代です。その音楽の歩みは、明治、

大正、昭和というように、日本の近現代史とイコールです。それぞれの時代の社会の影響と

いうものを音楽が直接受けてきたということを、いくつかの事実をもとに皆さんにご紹介

をします。 

レジュメは三章の構成になっています。西洋音楽が入ってきた明治期、1860 年代から、

敗戦を迎えた 1920 年代に至る音楽の歩みを、 初にお話しします。レジュメでは各章で「時

代の理解」という項目を設けています。歴史教科書に書かれているような内容です。そうい

う時代の中で音楽がどういう変遷を遂げたのか、というところを重点的にお話しします。 

まず明治政府が目指したものは、皆さんご承知のとおり、西洋化、近代化です。それまで

の 300 余藩を有した江戸幕府から、中央集権の国家になっていく。その中で国内体制を確

立するために、徴兵制であるとか、地租改正であるとか、文明開化、学制の導入など、いろ

いろな政策を進めています。国際情勢も日清・日露戦争に至るアジア地域の変動というもの

があります。それに伴って経済情勢も社会状況も変化していきます。 

その時代が大正時代になってくると、大正デモクラシーと呼ばれる時代になります。しか

し、はたして「デモクラシー」と呼ばれるような、明るいだけの時代だったのか、というと

ころもポイントとしてレジュメに挙げています。政治状況としては、大正政変や憲政擁護運

動、普通選挙などが実施される一方、米騒動、部落解放運動、関東大震災など社会状況の変

化があり、デモクラシーの光と影の時代、それが大正時代だった、ということを背景に押さ
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えながら、音楽はどうだったか、をおさらいします。 

レジュメにある「西洋音楽導入の系譜」です。西洋音楽が日本に入ってきたそもそものき

っかけ。それはこういうものでした。『信号ラッパの音』を流していただけますでしょうか

（会場で再生）。日本の西洋音楽のそもそも起点の一つが「軍楽隊」です。今、画面に映っ

ておりますのが、薩摩藩士楽隊の練習風景です（スライド 2）。この薩摩藩の楽隊が結成さ

れて、これがやがて陸軍、海軍の軍楽隊に発展していくんですが、この画面に映された練習

場所は、横浜の妙香寺というお寺です（スライド 2）。今もございます。そこで合宿をして、

イギリスからジョン・ウィリアム・フェントンという楽長を軍楽隊に招き、薩摩藩の若者た

ちにラッパや太鼓を教えたのです。国民や軍隊の規律、統合を目的に、このラッパの信号、

太鼓のリズムが取り入れられました。これが日本の西洋音楽導入の大きな起点の一つにな

ります。 

この軍楽隊のラッパから吹奏楽への流れが生まれます。例えば少年音楽隊とか、市中音楽

隊とか、チンドン屋と呼ばれた楽隊とか、アマチュアの吹奏楽団、さらにオーケストラのプ

レイヤーとか、ポピュラー音楽、特にジャズですね、ジャズのプレイヤー、そして作曲家、

編曲家という、軍楽隊出身の音楽家たちがいろいろなところに散らばっていく。そういうと

ころが日本の音楽の系譜になりました。軍楽隊がその源泉だったのです。 

さきほど、『信号ラッパの音』を聴いていただきましたが、再生された音列は、イギリス

式の「速足で歩け」という信号を意味しています。もう一つこの時代に入ってきた音楽を皆

さんに聴いていただこうと思います。ヘンデル作曲『見よ、勇者は帰る』です。（会場で再

生）皆さんもよくご存じですよね。表彰式でよく流れる音楽です。これもフェントンがイギ

リスから導入したと伝えられています。一説によると、西南戦争で、西郷隆盛の籠った山を

攻める前日に軍楽隊が奏でたということが言われています。今に至る音楽の源泉が、この軍

楽隊の音楽に表れているのです。 

もう一つはキリスト教の布教に連動した賛美歌の導入です。この賛美歌が日本の唱歌に

大きな影響を与えたと言われています。学校教育の中の唱歌の伴奏、旋律に賛美歌の要素が

大きいという点です。皆さんご承知の『蛍の光』は、もともとは、今回のラグビー・ワール

ドカップのリーグ戦で、日本が勝利を挙げた相手国の一つ、スコットランドから生まれた音

楽です。このほか『埴生の宿』は、元はイングランドの音楽ですし、『故郷の空』はスコッ

トランドの歌です。向こうの旋律に日本の歌を当てはめる、「翻訳唱歌」という言い方をし

ますけれども、その創作から学校制度の中で音楽教育を進める上で、西洋音階に日本の言葉

を当てはめていく、それが唱歌の源泉になるわけです。 

1910（明治 43）年、1911（明治 44）年頃になると、『尋常小学唱歌』という教科書を、

文部省が初めて編纂します。その時にたくさん創作されたものとしては、今、私たちが親し

んでいる『故郷』とか、『朧月夜』、『春の小川』など、そういう作品が生まれました。 

したがって、吹奏楽のような器楽の流れと、唱歌、賛美歌に見られる歌の流れ、というもの

が日本の音楽の源泉にあると言っても過言ではありません。 
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そういう音楽を生み出すために、音楽家とか音楽の先生、つまり音楽を教育できる人を育

成する必要が生じました。そこで生まれたのが音楽取調掛（おんがくとりしらべがかり）と

いう教育機関です。これがやがて東京音楽学校になり、現在の東京藝術大学音楽学部に発展

していきます。音楽教育者、音楽家の育成というものが背後にあるのが、西洋音楽導入の流

れです。 

「軍楽隊」「賛美歌」「音楽取調掛」「音楽教育」、これら四つの流れが、日本の音楽の歴史

の中で、重要であることを冒頭でお話しさせていただきました。 

こういった規律、統合のために導入された音楽というものが、やがて 1910 年代、1920 年

代になってくると、トーキーとか、演劇、蓄音機のレコードといったものが、日常化してく

るわけですね。それまで価格が高くて手に入らなかったものが、大量生産によって人々の身

近な存在にあってくる。そうすると、今度はさらに、私たちが親しんでいるような教養、娯

楽などが音楽に加わってきます。 

その時に重要なのが、蓄音機のように反復継続して何回も聴けるもの。それから一番重要

なのは 1925（大正 14）年に始まったラジオの本放送です。ラジオによって即時性、広範性、

同報性が叶ったという言い方をしますが、瞬時に広い範囲で同じ音を聴くことができる、流

すことができるようになりました。これによって音楽が人々の日常生活の中に徐々に浸透

していった、それが 1920 年代までの流れです。 

そういった音楽の状況が 1930 年代になると、若干変わってきます。レジュメの第二章「十

五年戦争期の社会と音楽」を御覧ください。「理解の前提」の中で、一言だけ強調したいの

が、よく満州事変、太平洋戦争が勃発したという言い方をしますが、はたしてそうでしょう

か。「勃発」というのは、突然起こることを指しますが、今日まで平和だったのにいきなり

真珠湾を攻撃したわけではないですよね。脈々と流れる歴史の時間がある。そこを辿ると日

清・日露戦争に行き着くのではないでしょうか。日清・日露戦争から第一次世界大戦、その

次に重要なものとして、シベリア出兵というものがありました。日本はヨーロッパ諸国とシ

ベリアに出兵するんですけども、それは出兵ではなく、明らかに侵略ですね。内政干渉です。

ヨーロッパはすぐに撤兵するのですが、日本は 4 年もシベリアに居続ける。その次に起き

たのが、満洲事変であり、日中戦争であり、アジア太平洋戦争。よって日清・日露戦争から

脈々とアジア・太平洋戦争まで続いている時代であると理解しておくことが非常に重要だ

と思います。 

それとともに、大日本帝国憲法下の社会ですから、天皇主権の国家において、国内では立

法と軍が対立をし、せめぎ合っていくという国内の政治体制の理解も必要です。 

ただ一方で、戦時中は本当に暗黒の時代だったんでしょうか、ということも、これからいく

つかの事例を見ながら考えていきたいと思います。人々はしたたかですから、「ホンネ」と

「タテマエ」が錯綜していたのが戦時中の時代です。 

レジュメの２ページ目「歴史の理解」を御覧ください。満洲事変は 1931（昭和 6）年 9 月

です。1937（昭和 12）年 7 月に日中戦争へ拡大していきます。それが膠着状態になって、
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1941（昭和 16）年 12 月に真珠湾攻撃が行われ、アジア太平洋地域にまで戦闘態勢が広が

ってしまいました。 

こういう時代の中で音楽文化がどういう変遷を遂げたのか。満洲事変から日中戦争まで

の音楽文化を捉えてみると重要なのは、内務省、内閣情報部というという行政機関です。内

閣情報部は、1940（昭和 15）年に「情報局」と名称を変えて組織が格上げされます。これ

ら行政の動きが重要になってきます。 

内務省は現在存在しない役所です。今で言う総務省とか、国土交通省または厚生労働省の

一部と言えます。衛生とか土木、警察行政、地方自治を一手に担った役所ですが、そこが音

楽文化と密接に関わっていました。1893（明治 26）年に制定された出版法が、1934（昭和

9）年に改正されます。レコードを出版物として取り締まるようになりました。例えば、皇

室の尊厳を冒とくする図書、犯罪を誘発する図書などを発行すると行政処分を科すことが

できるようになりました。その時、レコードが出版物として検閲の対象になったわけです。

当時は事前にレコードを内務省に提出して、検閲を通さないと発売できなくなってしまっ

たのです。 

ところが、発売したのに「まずい」となった“後出しじゃんけん”のような事例がありま

した。渡辺はま子が歌ったレコード『忘れちゃいやよ』です。検閲を通って、1936（昭和

11）年 4 月に発売されたのですが、一説によると、2 か月で 10 万枚も売れてしまい、内務

省が発売禁止処分にしたのです。これを聴いてもらいます（会場で再生）。 

スライドに文章を引用していますが（スライド 4）、内務省の小川近五郎という検閲官が

『流行歌と世相』という本を 1941（昭和 16）年に上梓し、その本に『忘れちゃいやよ』を

取り締まった時のことが書かれています。この曲は「稀有の曲者」であると表現されていま

す。「『ねぇ』で甘えてみせて『いやーんョ』と鼻に抜けた発声で、しなだれかかってエロを

満喫させようとする手法は、感心するほど巧者なものであった」と。引用の下段では「隙が

あったら踏み込んで斬る」と書かれています。「隙」というのはチャンス、それがとうとう

やってきた、それが支那事変、つまり日中戦争だったと。内務省がそもそもレコード検閲を

始めた理由は、流行歌の統制同様に、「演説レコード」を統制するために始めたのです。思

想問題からです。ところが、彼曰く「エロを満喫させる」退廃的な歌が流行ってしまった。

何とかしなければと手ぐすね引いていたところに日中戦争が起こり、これは統制できると

考えた、と彼がその本で回想しています。こういった形でレコードが出版物として、取り締

まりを受けることになります。 

それからもう一つ、内務省がやったことが、レジュメにあるとおり、ダンスホールの取り

締まりです。ダンスホールでは男女が「密接」して、楽団の生演奏に合わせて踊るわけです

が、内務省は徹底して取り締まり、警視庁は 1928 年に舞踏場取締規則を出したりして、

終的に 1940（昭和 15）年 10 月に、東京に八つあったダンスホールを強制的に閉鎖させま

す。しかし、この取り締まりはこの時に終わったわけではなくて、戦後はいわゆる風営法と

して復活し、皆さんの記憶に新しいところでは 2010（平成 22）年、大阪でクラブが一斉摘
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発されることにつながっているわけです。 

もう一つ行政機関である情報局のことについては、第二部の対談でご紹介できると思い

ます。 

1937（昭和 12）年、日中戦争のきっかけとなる盧溝橋事件が起きた直後は、文化領域の

人員、作品がこぞって、戦意高揚、啓発宣伝に動員されました。同じ年の 8 月には、コロム

ビアが、『露営の歌』を懸賞募集によって発売します。それから日本放送協会が国民精神総

動員運動強調週間のラジオ放送のテーマ曲として信時潔に委嘱したのが『海ゆかば』です。

内閣情報部は『愛国行進曲』を公募で作りました。 

戦時中、盛んに歌われたこれら 3 曲の音楽は、日中戦争を契機に作られたということを

ご紹介させていただきました。 

それ以外に、日本の紀元二千六百年奉祝歌では、ピツェッティ、リヒャルト・シュトラウ

スとか、イベールなど当時の 高峰の音楽家に外務省が国威発揚のために、紀元二千六百年

の歌を委嘱して演奏会を行いました。日本がここまで西洋に追い着いたということを音楽

によって発信する、言わば音楽文化の頂点を示すイベントです。 

そういった動向がアジア太平洋戦争期にどのように変わっていったのか、ということを

レジュメの 3 ページ目にお示ししています。この辺りからスライドを見ていただこうと思

います。 

太平洋戦争が始まったときに、情報局は方針を大転換します。それまでの内閣情報部、そ

して情報局はどちらかというと内務省と同じスタンスで、国民の贅沢を禁じていました。例

えば、パーマネントの禁止です。1939（昭和 14）年に通達されました。こういう政策をい

ろいろ、情報局はとりました。ところが一転して、太平洋戦争が始まると、娯楽政策を重視

したのです。内務省警保局長による通達には、「積極的指導をする」と示されました。内務

省も連動して、それまでの統制政策を改めました。娯楽を上手く使っていくという方針に大

転換したわけです。 

一方では動員体制が日常生活に介入してきます。太平洋戦争が始まった 1941（昭和 16）

年 12 月に、敵性文化を排除するという通達を情報局が出しました。実はこれがまったく効

き目がありませんでした。同じような内容のものを、今度は 1943（昭和 18）年 1 月に、情

報局と内務省が「米英音楽作品蓄音機レコード一覧」を発表して、どこそこのレコード会社

の製品番号が何番のジャズのレコードをかけてはいけない、という一覧表を配布します。こ

れをもってジャズが禁止されたという言い方をよくします。でもよく見ますと、コロムビア

の何番のレコードを店で流してはいけない、それだけです。ところがこれを受けた国民は、

「ジャズを演奏してはいけないのだ」「アメリカやイギリスの曲を演奏してはいけない」と、

半ば自主的に規制してしまったのです。これをもってジャズが禁止されたと言われるので

すが、実は情報局と内務省は、楽曲の演奏を禁じたのではなかったのです。 

それからレジュメのとおり、1944（昭和 19）年 2 月に、「決戦非常措置要綱」が出されま

した。これは学徒動員体制の徹底、国民勤労体制の刷新、防空体制の強化など、国民生活を
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半ば強制的に枠にはめてしまうものなのですが、その中で高級享楽の停止というものがあ

りました。皆さんご存じのとおり、劇場が閉鎖されるのです。明治座とか、国際劇場とか東

京宝塚劇場とか、高級な娯楽を提供しているところは営業してはいけないということで、閉

鎖を命じるとともに、「決戦非常措置要綱」に附帯して発表された「高級享楽停止ニ関スル

具体策要綱」では、「移動演劇、移動音楽等ハ之ヲ奨励ス」と示されるのです。これをもっ

て日本音楽文化協会が、音楽界は以後、リサイタルをするな、音楽家の務めは歌唱指導する

ことだ、と通達を出してしまいます。リサイタルの開催を自主的に止めたのです。 

これらを国民がどのように受け取ったか。一つデータをお示ししようと思います。レジュ

メ「資料 2」に、当時のレコード発売枚数のランキングです。1943（昭和 18）年 8 月から

1 年間の発売枚数の結果が「音楽文化」という雑誌に掲載されました。トップは『若鷲の歌』

で、23 万枚余という圧倒的な数字です（会場で再生）。ご存じの方もいらっしゃると思いま

すが、土浦に海軍飛行予科練習生を育成した土浦海軍航空隊がありましたが、そこを舞台に

した映画の主題歌です。古関裕而作曲、西條八十作詞です。悲しいメロディで当時の世相を

歌った歌ですから売れたのは分かります。しかしそのデータの中ほどに『別れ船』という歌

があります。『暁に祈る』と同じく 1940（昭和 15）年に発売されたのですが、これが 3 年、

4 年経った時点でも売れ続けている。特に『別れ船』は出征する兵士、例えば恋人、息子、

主人を見送る歌なのです。こういう歌です（会場で再生）。戦意高揚とは言えない歌ではな

いでしょうか。この歌がこの時点で売れ続けていたということはやはり、人々の心の奥底、

本音を表象しているデータと思われます。 

それから今日はお聞かせできないのですが、レコード発売枚数の一覧に『唄入観音経』が

入っています。これは浪曲です。「資料 1」に、当時のラジオ番組の「慰安種目の嗜好状況」

を国民に聴取した結果を掲載しています。そこでは、1930 年代に入ってもなお、音楽は際

物的な聞かれ方をしていたことが分かります。私たちが親しんでいる音楽状況とは違って、

この当時、ラジオ放送で圧倒的な支持を受けていたのは、落語・漫談、浪花節、講談だった

のです。それがレコード発売枚数にも表れていて、こういうところにも人々の本音が表れて

います。 

このように戦時期の流行歌の諸相というものは、一筋縄にはいかない。ただそうは言いな

がら、このアジア・太平洋戦争期には、音楽は健全娯楽という言い方をされていました。そ

の健全娯楽の たるものはオーケストラでした。オーケストラが地方を巡回していたので

す。特にオーケストラと合唱の組み合わせ。今で言うオラトリオ、カンタータというような

形式のものが、重宝されています。いくつかスライドを見ていただきましょう。 

これは 1942（昭和 17）年 12 月 8 日に開かれた「大東亜戦争一周年記念軍楽大演奏会」

です（スライド 5）。真珠湾攻撃から１年経った時ですね。会場は日比谷野外音楽堂です。

吹奏楽の楽隊ですが、この演奏会では、歌も演奏されました。 

それからもう一つは鼓笛です。これは「明治神宮国民錬成大会夏季大会」の写真です（ス

ライド 6）。今で言う国体ですね。開会式の様子です。当時、高等女学校の生徒がパレード
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するとき、用いられていたのが鼓笛です。ここでは麹町女学校とか、いろいろな学校が参加

しています。健全な音として扱われました。 

こちらは神宮外苑のプールサイドです（スライド 7）。水泳大会の直前。手前で演奏して

いるのは海軍軍楽隊です。その後ろには、混声合唱隊が写っています。何を歌っているのか

は分かりません。こういう形で体育大会の時にも、音楽が使われていました。 

それからレジュメに書きましたが、周年事業や時局に連動した演奏会が行われていまし

た。このスライドは、1942（昭和 17）年 9 月「満州建国十周年慶祝賀の夕」です（スライ

ド 8）。東京音楽学校の生徒たちが日比谷公会堂で、安部幸明と橋本國彦の作品を演奏して

いる写真です。指揮をしているのは橋本國彦自身です。後ろに満州国の国旗が掲げられてい

ます。お祝い行事ではオーケストラと合唱による作品という構成が重宝されました。 

もう一つ慶祝行事、1943 年 10 月の「フィリピン独立慶祝音楽使節」の写真です（スライ

ド 9）。会場はマニラの野球場です。手前で軍楽隊が演奏しています。もう一枚の写真を見

ると、スタンドでオーケストラが演奏しています（スライド 10）。後ろに合唱団が控えてい

ます。これはフィリピン独立についての慶祝行事で、山田耕筰が、陸軍から派遣されて自作

『フィリピン独立大行進曲』などの作品を指揮しているのです（スライド 11）。こういった

形で、お祝いの行事では、オーケストラと合唱という構成が確立しています。健全娯楽とし

ての音楽の一つの側面を表しています。 

それからレジュメに「音楽挺身活動の強化・拡充」を挙げています。先ほど「高級享楽停

止ニ関スル具体策要綱」で移動音楽が奨励されたことを紹介しました。その実態が次のスラ

イドで窺えます。 

これは 1944（昭和 19）年 4 月に藤倉工業浦和工場で撮影された写真です（スライド 12）。

今日ご紹介している写真は、公益財団法人政治経済研究所所蔵の東方コレクションの一部

です。東方社とは陸軍参謀本部の直下で活動したカメラマンの集団です。つまりこれらは、

公式な写真であることを意味します。恐らく“やらせ”もあったでしょう。そうした公式な

写真に何が写っているかをご紹介します。ここでは歌手とアコーディオン奏者がいて、その

周りで工場の工員の人々が歌を歌っています（スライド 13）。ここで歌われた歌は『学徒進

軍歌』でした。冒頭だけ聴いていただきます（会場で再生）。 

勤労動員とか、学徒出陣の歌を歌っていることが分かります。ただ、写真を良く見てくだ

さい（スライド 14）。皆さんが今、カラオケなどで歌を歌うときの表情と違いますね。楽し

く歌っているように見えません。恐らく昼休みに歌唱指導を強制されているのだと思われ

ます。 

当時の音楽と接する国民の一面を表している写真をご紹介しました。 

次は、1944（昭和 19）年、第 39 回陸軍記念日の陸軍軍楽隊のパレードの写真です（ス

ライド 15）。これは銀座。もう一枚は数寄屋橋で、今の有楽町です（スライド 16）。当時の

朝日新聞社、日劇が写っています。手前では軍楽隊が勢ぞろいして演奏しています。 

こちらは国会議事堂の前です（スライド 17）。陸軍戸山学校の軍楽隊です。こちらは陸軍
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の騎馬軍楽隊です（スライド 18）。これも一つの音楽の表れですね。 

それから同じ日、陸軍の記念日にこういう催しも開かれました。第 39 回陸軍記念日駅頭

大演奏会の写真です（スライド 19）。「駅頭」というのは、東京駅の前の広場です。写って

いるビルは、当時の丸ビルです。この写真の奥に皇居があります。そこでは、この写真のよ

うに吹奏楽と歌手たちが集まって、歌唱指導が行われました（スライド 20）。『大アジア獅

子吼の歌』など 4 曲を歌っていました。 

こちらは東京駅ですね（スライド 21）。街頭指導を受けた後にこうやって行進していたの

です。これは日本音楽文化協会という、当時の音楽業界を束ねた組織ですが、その団体の旗

を掲げて街頭行進していく（スライド 22）。これらが移動音楽です。 

さきほどご紹介した流行歌の諸相とともに、健全娯楽として特に 1944（昭和 19）年、

1945（昭和 20）年頃、音楽というものが半ば国威発揚、啓発宣伝のために使われてしまっ

た時代、使わざるを得なかった時代を写真などによってご紹介しました。 

ではこういった音楽が戦後どうなっていくかということを、レジュメの第 3 章「敗戦か

ら戦後へ」に示しました。「時代の理解」もご覧ください。 後のページ「戦後の音楽の展

開」にありますとおり、ここで一番重要なのは、戦時期の流れが戦後に継続していく、とい

う理解です。 

例えば、戦時期には音楽界の中でさまざまな組織化が行われました。作詞家の団体、作曲

家の団体。1939（昭和 14）年には、今の JASRAC の前身である大日本音楽著作権協会が

設立されました。こういった戦時中に活動を始めた団体が戦時期の流れを受け継いで、戦後

に発展していったのです。明らかにこれは続いている流れなのです。 

例えば作詞家、作曲家の活動を見ても、敗戦と同時に筆を折ったわけでは決してなく、戦

後も旺盛な活動をしていきました。継続性というものの認識が必要です。それらがやがて J-

POP に展開していく様子を見ていくと、音楽のテーマが多様化していくのが分かります。

戦時中は啓発宣伝、天皇制あるいは軍隊を賛美する、そういう音楽が中心とならざるを得な

かったものが、戦後の社会になってテーマが多様化、深化していくことが分かります。 

軍楽隊も継続しています。軍隊そのもの、また軍楽隊も解散しますが、そこで培われた音

楽の営み、使われた楽器というものは、例えば警視庁や消防庁や自衛隊の音楽隊に脈々と受

け継がれていく。それとともに、吹奏楽の活動が学校の部活動にどんどん拡大していく。学

校の部活動も、特に合唱は、戦時中からコンクールというものがありました。したがって戦

時中に学校教育の中で営まれた音楽の活動が、戦後になって、いろいろな形で開花していく。

音楽文化を考える上では、継続性をしっかりと捉えるべきであろうと思います。 

後に一言だけ申し上げたいのは、文化政策というもののあり方について、私たちは自ら

のこととして考えていかなければならないと思います。戦時中の文化政策として内務省や

情報局の動きをご紹介しましたが、今の私たちは日本国憲法のもと、2017（平成 29）年に、

文化芸術基本法が施行されたことを知っています。戦前戦中は、文化を積極的に指導したり

取り締まったりしていたものが、文化芸術基本法では、文化芸術を継承、発展、創造を促進
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する必要が示されています。ただこの法律をどういう風に運用し、考えていくかということ

を、私たち一人ひとりが考えなければならないのだと思います。特に 近の「あいちトリエ

ンナーレ 2019」での問題であるとか、さまざまな局面で、私たちが今ある法律をしっかり

と見極めながら運用していかなければならない。一歩間違うと戦時中のように恣意的な運

用をされてしまう可能性も、お示ししたくて、内務省や情報局のお話しをしました。こうい

った歴史から私たちが音楽文化を学ぶ必要性、大切さがあるのだと思います。 

今日お話しさせていただいたことを、ご来場いただいた皆さん、お一人おひとりが受け止

めて、お考えいただきたい。それが私の切なる希望です。音楽を音楽として創造し、聴いた

り演奏したりすることは、楽しく、また尊いことです。でも、一歩間違えると戦時期のよう

に、人々を教化・動員する、士気を昂揚して鼓舞する、という怖さや危うさがあります。そ

れだけの重さを伴っていることを感じるとともに、近現代の歴史に向き合って、私たちは当

時の状況を想像しなければいけません。 

よく私が研究会や学会で申し上げるのですが、往々にして私たちは今の視点からあの時

代を捉えがちです。そうではなくて、非常に制約のある時代の中で、先人たちがどういう風

に音楽文化を築いてきたのか。守ろうとしたのか。あるいは迎合したのか。迎合させられた

のか。そのようなところを私たちがしっかりと考えていかなければいけないと。 

そしてこの歴史の事実を次の世代に語り継いでいかなければならない、と常々考えてお

ります。こういう流れを経て、私たちの日常に根付いていた音楽文化を、次の世代、未来に

どういう風に発展させていくか、ということが、私たちの大きな責務の一つではないかと思

います。本日ご紹介した事実が過去にあったことを、皆さんの頭の隅に留めて、日頃の音楽

文化、芸術文化の活動などにもお役立ていただけましたら幸いです。 

短い時間でお伝えできることは限られていましたが、ご清聴ありがとうございました。 
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【第二部】対談 
 

 

【戸ノ下】よろしくお願いいたします。第二部は前半と打って変わって対談です。ゲスト

にいろいろお話をしていただこうと思います。 

初に、この方をお招きします。作曲家で早稲田大学理工学部教授の菅野由弘さんで

す。菅野さん、どうぞ。 

 

（菅野由弘さんが登壇） 

 

【戸ノ下】菅野さんは、理工学部でどういうことを教えていらっしゃるのですか。 

 

【菅野】 初のきっかけは、コンピュータ音楽を教えるということだったのです。今は文

理融合と言われています。例えば理工系が工学だけを極めていっても、どこかで限界がき

ます。そうした時に新しい視点をどこに求めるか。芸術と工学の融合領域から何か生まれ

ないかと。そのために大学に呼んでいただきました。いわゆる音響工学をメインに授業し

ている研究室があって、その隣に私の研究室があります。隣の先生が音響工学、私が芸

術、という形で一緒になって、両方から新しい視点を見いだす学生を育てたいという目的

で作られた学科に、私が呼ばれました。理工学部が作曲科を雇うなんて、以前はあり得ま

せんでした。 

 

【戸ノ下】作曲家という枠に留まらず、半ば社会に向かって発信し、社会に向かって発信

することのできる若者たちを育成する、というお仕事になるのですね。 

 

【菅野】もちろんそうです。 

 

【戸ノ下】皆さんがよくご承知のとおり、菅野さんは、いわゆるシリアス音楽、現代音楽

だけではなくて、大河ドラマを含めた放送音楽など、幅広い創作活動をされています。そ

ういった作曲のスタンスにも反映されていくのでしょうか。 

 

【菅野】そうですね。今日は映画の監督、脚本家の方がのちほどご登壇されますが、さき

ほどまで、たまたま、「映像と音楽」という授業をしていました。私たち作曲家は、撮影

を経て編集が終わった映像に音楽を付けています。それを試写して、シーンにぴったり合

う音楽を作曲するわけです。そこで、学生たちには音楽の付いていない、編集しただけの
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映像を見せた後に、音楽を録音する作業や完成した映像を見せます。音楽が入るとどんな

に映像が変わるか、ダイレクトに分かります。そんな授業をした後に、ここに参りまし

た。 

 さきほどの基調講演を伺って、おもしろいと思ったのは、そこから今の私たち作曲家に

連綿と続いているのだなと。当時の音楽と、今のコンピュータ音楽とでは、まったくかけ

離れているように思われるかもしれませんが、連綿と続く流れの先に、私たちがいるのだ

ということを感じながら聴いていました。 

 

【戸ノ下】どのようなところでそれを感じられますか。 

 

【菅野】まずは、音楽が音楽的に見てどうか、純粋に音楽的にどうかという思考がありま

す。それを生む原動力は「社会」なんですよね。よって社会から切り離されたところで音

楽だけが生まれていくわけではない。そういう自分自身の立ち位置が常に存在していて、

そこから音楽が生まれていくと。社会がコンピュータを生めば、音楽家もそれを自然に取

り込んで行くことになります。 

 ただし、それによって音楽が変わるかというと、やや疑問を持ちます。例えば一昨日、

台風 19 号による甚大な被害が起きましたよね。こういう災害が起きた時に、それ以前と

関係なく作曲を進めることができるかというと、あのような災害が起きてしまえば、考え

しまうわけですよね。考えて作曲をするのだけれど、考えて音楽が変わるかというと、こ

れもまた疑問なのです。 

東日本大震災の時は、国立劇場から委嘱を受けて、声明（しょうみょう）、つまりお経

のことですが、それをモチーフに三宗派 45 人のお坊さんが舞台で唱える音楽を作曲して

いました。ちょうどその創作の中ほどで震災が起こったのです。禅宗のテキストとして伝

わる「十牛図（じゅうぎゅうず）」を用いて作曲していたのですが、そのテキストから、

さまざまな人々の経験が積み重なって禅が生まれたことを知りました。テキストに直接地

震が出てくるわけではありませんが、さまざまな社会的、人為的、自然的な出来事があ

り、その経験から発せられた言葉が記述されているので、当時の人々がそれをどう感じて

いたかを読み解くことができるほか、発見もある。言い換えれば大震災によって「読み

方」が変わる。そういう面では影響はあります。しかしそれが無かったとして音楽が変わ

っていたか、同じだったか、それは検証できないと感じています。 

さきほど講演されていたように、いろいろな社会状況から音楽が生まれていたと。それ

は、きっかけとしてよく分かるのですが、それで音楽の中身が変わったのか。 

例えば、童謡『赤とんぼ』がありますよね。その創作の 中に天変地異があったとし

て、（異なる旋律で）「♪夕焼け小焼けの赤とんぼ」というようなメロディになるかという

と、それは違うのではないかな。音楽の中身にどれくらいの影響があるかは分かりません

が、作家の側として、それを感じているということは事実。もっとも時流に流されたり、
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その上に乗ったり、あるいは拒否したりということがもちろんあるのでしょうけれども、

音楽と社会の間に、そのような関係はあるのではないかと思います。 

 

【戸ノ下】作曲家の立場から菅野さんがお話しされた「音楽が変わるか」というのは重要

な問題、興味深いテーマです。第二部の後半でご紹介する映画「この道」では、主人公の

一人が山田耕筰です。さきほど第一部で、彼がマニラで指揮を振っていた写真をご紹介し

ましたが、特に戦後、山田耕筰と評論家・山根銀二との間で、いわゆる戦争責任をめぐる

論争が新聞紙上で展開されました。その山田の音楽が戦争によって変わったか、『海ゆか

ば』を作曲した信時潔の音楽が変わったか。さきほど皆さんに聴いていただいた『若鷲の

歌』を作った古関裕而の歌が変わったか。例えば古関裕而は、戦後に有名な『栄冠は君に

輝く』を作曲しました。あの音楽のモチーフは戦時期の活動とどう関わっているのか。そ

ういう検証はなかなか難しい。 

 

【菅野】できませんよね。使用前、使用後などとは、違うのですからね。 

 

【戸ノ下】人間の意識としてはどうか、というところと、実際に音楽にどう表われてくる

かという関係性の検証が難しい、という鋭い指摘をいただきました。 

 

【菅野】そこを切り分けるべき、と考えます。例えば、さきほど、紀元二千六百年奉祝曲

の話で名前の出たリヒャルト・シュトラウスは、『オリンピック賛歌』を作曲していま

す。ナチズムに迎合するために創作したのです。だからと言って、彼の音楽家としての価

値が下がるかと言うと、そうではないだろうと思います。 

 同じように山田耕筰も戦争に積極的に加担したかもしれない。それは個人の自由です。

それがあったとして、彼の音楽が変わったか。あるいは音楽の価値が変わったか、と言う

と、それは別物と思います。 

それからもう一つ考えるのは、あの時、戦争が無かったら、山田耕筰は普通の作曲家と

して同じように作曲を続けて、同じような作品を創作していたのではないか、とも考えま

す。戦争があったから、それに加担したという話になっていくのですが、戦争が無かった

らと考えてみたい。 

私自身、もちろん戦争は反対です。今は起きていませんから、そのまま普通に生活して

います。しかし、ここでそれが起こったらどうなるか。 

例えば、退廃音楽展なるものがナチスによって催されました。その時にリヒャルト・シ

ュトラウスやレハールらは迎合したのです。自分の身が危ないので。けれどもハルトマ

ン、ハンス・アイスラーたちは反逆したのです。それは立派だと思います。私が反逆でき

るかと言うと、反対であっても尻尾を振るのではないかと想像します。 
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【戸ノ下】これも重い言葉です。私が日本音楽学会という研究の場でよく、戦時下での山

田耕筰、信時潔の話をすると、必ず会場から質問を受けます。「あなたはなぜ、山田、信

時を擁護するのですか」と。ついこの間もそうでした。 

 私は擁護するわけではなく、まず事実を知ってほしい。それから必ず問いかけます。

「あなたがその時代に音楽活動をしていたらどう行動しますか」と。 

 

【菅野】そうですね。 

 

【戸ノ下】私だったらどう行動するか分からない。尻尾を振るかもしれない。地下に潜る

かもしれない。そういう当時の状況に立たされた時、自分だったらどう音楽に取り組む

か、どう社会と向き合うのか、という問題は非常に重いですよね。 

 

【菅野】そうですね。作曲家なんて、はっきり申し上げると、そんなに強くはないです。

ですから、嫌だろうが何だろうが、尻尾を振って、静かにそれが去るのを待つだろうと。 

 私の場合はまあ、積極的には迎合しない派です。ハンス・アイスラーの場合は、彼の名

を冠した音楽大学があるくらい、後世で尊敬の念を集めています。その時期に反逆したと

いうのはすごいことだと思いますよ。死ぬかもしれない状況です。 

 

【戸ノ下】まさに命、生活を賭けたわけですよね。 

 

【菅野】そうです。私はそこまで賭ける気は毛頭ありません。 

 

【戸ノ下】できるか、できないか、自分自身に引き寄せても答えは出ない。 

 

【菅野】そうですね。私は答えが出ます。尻尾を振ります（笑）。 

 

【戸ノ下】山田耕筰の話に戻ると、彼は『音楽挺身隊歌』という歌を作曲しました。作詞

は大木惇夫です。第一部で駅頭大演奏会の写真をご紹介しましたが、演奏していたのは、

日本音楽文化協会の挺身隊だったのです。そういう活動をするために、彼が隊歌を作曲し

ました。素晴らしい歌です。 

 

【菅野】そうですね。 

 

【戸ノ下】一度聴いたら忘れられません。当時小学校 4 年生の私の娘が覚えてしまうくら

いです。非常に覚えやすい曲です。楽譜を見ますと、菅野さんはご存じのように、山田耕

筰の場合は神経質なまでに、半ば病的と言えるほど強弱記号を付けています。特にその歌
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のピアノパートについては、こんなに短い間隔でデミネンドするのか、メゾピアノにまで

するのか、というような箇所があります。何らかのメッセージを込めているのではないか

と思うのですが、作曲家の立場として、どうでしょう。 

 

【菅野】何らかの思いを込めているのだと思います。どのような動機でも、書き始めてし

まえば、作曲家は音楽の世界にいます。ですから、どのような目的でどう使われるかを気

にするのではなく、今、このパートを書かなければと。この音楽を自分はどうしたい、そ

れだけに捕らわれます。他のことは一切考えません。どんな目的でどなたから頼まれよう

が、書いている時は音楽のことしか考えていない。山田耕筰もそうだったろうと思いま

す。 

 音楽は歌詞があると具体的なメッセージになりますが、器楽であれば、具体的なメッセ

ージはないですよね。戦時中の戦争賛歌のような題名が付いている作品でも、題名を伏せ

て平和への賛歌だと説明を受ければそう思ってしまうのではないか。音楽そのものは抽象

的なものですから、書いている時は音楽のことしか考えられないものです。恐らく作曲家

の皆さんがそうだと思います。 

 

【戸ノ下】創作者のスタンスとしては、恐らく共通するものだと理解しました。言葉の付

いた音楽としては、第一部でお話しできなかったのですが、替え歌という文化が戦時下に

もありました。典型的な表象として、『歩兵の本領』という、いわゆる軍歌が、旧制第一

高等学校の寮歌『アムール川の流血や』の流用と伝えられたり、同じ旋律で、メーデーの

歌『聞け万国の労働者』が作られたりしました。 

 

【菅野】それを思い出すと、原曲ではなく、どれも替え歌の方しか知らないですね。『見

よ父ちゃんの禿げ頭』という替え歌も。元の歌は何だったのだろう。 

 

【戸ノ下】作曲家として、どうでしょう。メロディがどんどん違う歌詞で歌われていくこ

とについては。 

 

【菅野】歌い手の自由です。 

 

【戸ノ下】「♪とんとんとんからりんと隣組」という出だしの歌が、皆さんよくご存じの

『ドリフの大爆笑』という替え歌に変わったり。元歌は、1940（昭和 15）年に出来た

『隣組』という歌でした。そのメロディをそのまま、ドリフターズが歌っていました。今

も子供たちは平気で下品な歌を歌います。音楽の表象の中で、替え歌は興味深いところが

あります。 
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【菅野】「お客はそれほどバカじゃない」という言い方に倣うと、「庶民はそれほどバカじ

ゃない」と言うことが出来ると思います。本当に一杯替え歌を作っています。その中にあ

る種の考えを込めたりしているわけですよね。そういう姿が見えます。江戸時代の羽裏の

ような。表地とは違う生地を使っているような。『蛍の光』も替え歌ですし、良いのでは

ないでしょうか。イギリスのデパートでは、閉店間際でなく、営業時間中に『蛍の光』の

元曲が流れたりします。彼らは普通にスコットランド民謡として聴いていますが、私たち

の場合は、閉店時刻だと勘違いしてしまいます。 

 

【戸ノ下】一方で戦時中は、「特高」と呼ばれた特別高等警察が、替え歌を取り締まって

いました。「特高月報」という出版物には、いつどこでどういう替え歌があった、という

ことが記録されています。録音ができない時代にどうやって歌詞を聴き取っていたのか不

思議です。 

 これらの音楽の表象とは別に、組織の中で音楽とどう取り組むか、という問題もありま

した。菅野さんは今、日本作曲家協議会の会長を務めていらっしゃいます。戦時中は戦時

下の体制を踏まえて、さまざまな音楽団体を一元化した日本音楽文化協会という組織があ

りました。情報局と文部省の管轄下で芸術文化の振興を目的に結成されたのですが、情報

局の政策を半ば実践する部隊として動かざるを得なくなった組織でもあります。戦後、音

楽の団体の組織化という観点からは、どのような変化がありましたか。 

 

【菅野】 

日本作曲家協議会の場合、その前身である日本作曲家組合が 1962（昭和 37）年に設立

されました。1980 年代は芥川也寸志さんが代表を務めていました。もとは組合だったので

す。当時、JASRAC が認可を受けた放送使用料にせよ、日本放送協会の出演料にせよ、私

たちの報酬に値する金額が低かったものですから、これを何とかしなければいけなかっ

た。作曲家一人ひとりでは、声を上げても何ら力になりませんから。徒党を組む必要があ

ったのです。作曲家は事業主ですから、そのままでは健康保険に入ることもできません。

職能団体のような言われ方もしますが、どちらかと言えば、発言力を持つ必要から集まっ

ているのです。 

戦時下で政策の影響を強く受けたという日本音楽文化協会の詳細についてはよく存じ上

げていませんが、日本作曲家協議会の場合、活動の一部に、文化庁から受けた助成金を充

てたりしています。その意味では、政府と関係がないわけではありません。もし当時と同

じような状況が訪れて、政策への協力と引き換えに助成するという話になれば、迎合する

のではないかと思います。 

加担するのは悪だという言い方は簡単ですが、会員の一人ひとりはそんなに強くない

し、反逆するまでの力を持っていません。反逆するか迎合するか、どちらかしかない厳し

い状況下で、中庸という方針を採り得ないとすると、私は会長として迎合する方向を選ぶ
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ように思います。 

 

【戸ノ下】組織を束ねる、または作曲家という職業の立場から、権利をどのように守る

か、生活をどのように守るか。そのような観点から考えると、一筋縄ではいかない、とい

うことですね。 

 

【菅野】そうですね。反逆した、という行為は歴史的に見れば立派ですけれども、どんな

に大変なことだったか。命を失うかもしれない。歴史に学ぶなら、迎合するという選択肢

も、実はあるかもしれません（笑）。 

 

【戸ノ下】そういう時代を招来させないために、歴史から私たちは何を捉えなければなら

ないか、という観点を持つことが必要になるのだと思います。 

 

【菅野】こういう歴史の姿を見て、聴いて、早い段階で判断するべきですよね。その当時

のような状況にまで走り始めたら、私たち一人ひとりにはどうすることもできない。 

 

【戸ノ下】今、菅野さんがお話しされた問題については、この後ご紹介する映画「この

道」の中で問題提起をされています。脚本家の坂口さんが登壇されましたら、その点を掘

り下げてみたいと思います。作曲家の立場から、菅野さんは、これからの日本の音楽、あ

るいは音楽文化としての理想のイメージを、どのようにお持ちですか。 

 

【菅野】音楽は国境がありませんし、時空を超えることのできる媒体と思うのです。これ

を狭める必要はまったくありません。世界に広がり、未来に広がり、自由に音楽が羽ばた

いていく。そういう形で人の中に息づいていく。あるいは、音楽や音楽文化が人を生かし

ていく。そういう方向に進むことを願っています。これはジャンルを超えた話です。私は

クラシック系の現代音楽を創作していますが、ポップス系、ジャズ系、ヒップホップな

ど、多様なジャンルが存在することが も価値のあることです。多様であり、いろいろな

スタイルがあり、それを人々が自由に楽しむ。そしてそれを育てていくことができる。そ

ういう環境を維持していきたいですし、そういう環境の中で自由に動きたいと思っていま

す。 

 

【戸ノ下】菅野さんの創作の領域が、クラシック、現代音楽という枠組みに留まらず、大

河ドラマを始めとする放送音楽、映画音楽に広がっているのは、そういう認識からでしょ

うか。 

 

【菅野】そうですね。 近少し危ないと思うのは、製作者側から、「明るい音楽にしてく



JASRAC 音楽文化賞記念講演会 

23 
 

ださい」というオーダーが多いことです。例えば、徳川家康を主人公とした大河ドラマの

場合、家康以外は皆、負けるのです。全員が敗北するわけですから、明るくできる訳がな

い。それでも明るくしてくれと言われる。今放送されている「いだてん」の場合は、時代

背景として、そういう要望に適っていますが、恐らく、徹底的に明るくしてほしい、とい

うオーダーを受けているのだと想像します。もちろん、明るくすることは可能です。でも

その要望の背景について首をかしげてしまいます。 

 

【戸ノ下】どうしてでしょうか。 

 

【菅野】戸ノ下さんがこれまでお調べになった研究対象の、その延長線上にある「明る

さ」ではないか、と感じることが少しあります。 

 

【戸ノ下】示唆に富むお話をいただいています。もっと伺いたいのですが、ゲストにもう

お二方、お越しいただいています。映画監督で脚本家の平松恵美子さんです。ご登壇いた

だく前に、こちらの映像をご覧ください（映画「あの日のオルガン」の予告編映像を上

映）。今ご覧いただきました、「あの日のオルガン」の監督と脚本を手掛けられた、平松恵

美子さんです。どうぞお入りください。 

 

（平松恵美子さんが登壇） 

 

【戸ノ下】「あの日のオルガン」は、太平洋戦争末期である 1944（昭和 19）年、戸越保育

園の園児たちが、埼玉県に集団疎開するというお話です。この映画は、本年 2 月に公開さ

れ、ロードショーを終えていますが、来月 11 月 28 日、品川区「きゅりあん」小ホールで

上映会が開かれます。 

 もうお一方、坂口理子さんをお招きしています。ご登壇いただく前に、こちらの映像を

ご覧ください（映画「この道」の予告編映像を上映）。「この道」の脚本を手掛けられた、

坂口理子さんです。どうぞお入りください。 

 

（坂口理子さんが登壇） 

 

【戸ノ下】お二方交えて、後半は 4 人でディスカッションします。まずは平松さん。映画

の中で、『この道』を始め、当時のさまざまな童謡、流行歌を挿入されています。これら

の音楽を使われた意図はどういうところにあるのでしょう。 

 

【平松】今も昔も、保育園というところは、先生たちがキーボードや、映画のタイトルに

あるオルガンなどの伴奏で４歳前後の子供たちに歌わせて、情操教育に努めています。そ
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れは疎開先であっても変わらないだろう、と構想の段階から、音楽を大事な要素と考えて

いました。 

 

【戸ノ下】非常に効果的で、印象に残りました。 

 

【平松】ありがとうございます。子どもたちが歌う童謡については、「ちいちいぱっぱ」

「どんぐりころころ」「えっさほいさっさ」など、子どもらしい歌詞を持つ作品を選びま

した。それに対して、教える方の若い保母さんたちには、彼女たちの立場で唄いたい歌が

あるだろうと。子どもたちのいないところで唄う、娘らしい歌の一つして『この道』を選

びました。一方で村人たち、例えば橋爪功さん演じる老人の唄う歌については歌謡曲を選

びました。 

 

【戸ノ下】同じ音楽を題材にしたもう一方の「この道」では、自由奔放な白秋と耕筰の出

会いと友情、1920 年代から敗戦に至るまでの社会情勢、1950 年代の耕筰の回想、主人公

二人の生きざまが描かれています。そこでも『この道』を始め、いろいろな歌が挿入され

ていました。脚本を書かれていた時に音楽の使い方を、どう意識されていましたか。 

 

【坂口】 初、北原白秋を題材に採り上げることが決まったときに、一番有名でメッセー

ジを込められる歌として『この道』が選ばれました。山田耕筰を相棒とする、いわゆる

「バディもの」に映画を仕上げるためにも、その歌に意味がありました。二人は、もう一

つ有名な『からたちの花』を作っていますが、その歌よりは『この道』の方が、一般には

耳なじみが良いだろうと。また、白秋はいろいろな詩を作っていますから、それを端々に

少しずつ挿入していこうとも考えました。唄うような形には使っていませんが、「蛙が鳴

くから帰ろう」とつぶやくように、少しずついろいろなシーンに挿入させました。 

 

【戸ノ下】そういう形で当時の流行り歌が散りばめられるというのは、作曲家の菅野さん

の立場からどのように見られますか。 

 

【菅野】映画では、たくさんのメッセージをセリフに込められると思うのですが、歌がそ

の場面に出てくることによって伝えられるものがありますよね。セリフとは少し違うもの

を。そのようにして、真実に近いものが出来上がるのではないでしょうか。 

 

【戸ノ下】「あの日のオルガン」の撮影時、大原櫻子さん演じる保母さんの伴奏で子ども

たちが歌うシーンでは、音楽的な見せ方をどう意識されましたか。 

 

【平松】保育園を丸ごと疎開させるというのは、親と一番、一緒にいたい時期の子どもた
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ちを親から引き離すことを意味します。子どもたちにとっては、寂しさ、心の隙間が生じ

るわけです。その隙間をいかに埋めるか、それが保母たちの役目だったと思います。その

一つを担うのが音楽だったのではないか。子どもたちと歌うシーンでは、音楽をそういう

位置づけにして撮影しました。 

 

【戸ノ下】「あの日のオルガン」で胸に突き刺さったセリフが二つありました。戸田恵梨

香さん演じる主任保母が「文化的生活」という言葉を何回か発しました。どんな意図があ

ったのですか。 

 

【平松】「文化的生活」というのは、戦争中に奪われていたからこそ、一番求められたも

のではないかと考えました。今も昔も文化というものは、心の潤いだったのだと思いま

す。そういうものが、治安維持法の施行など、いろいろな形でもぎ取られていった。それ

が戦時下の社会だったと。それを保母たちが、大っぴらに反抗するのではなくて、ひっそ

りと心の潤いを守ろうとする姿を描きたくて、「文化的生活」という言葉を選びました。

具体的にはささやかなものです。美しい花を飾って愛でるとか、童謡を始めとした音楽、

歌を唄う。そういうことを指しています。戦争に対する真逆のものとして、「文化的生

活」を位置づけました。 

 

【戸ノ下】「文化的生活」という言葉を発していた彼女が、 終的に「逃げられない」と

嘆きます。「戦争は追いかけてくる」と。 

 

【平松】彼女たちが疎開した先は、現在の埼玉県蓮田市でした。1945（昭和 20）年 8 月

15 日に戦争が終わりますが、8 月 14 日の深夜、その蓮田市にほど近い熊谷市が空襲を受

けたのです。疎開先の寺から熊谷の空が赤々と燃えるのが見え、アメリカの爆撃機 B29 の

爆音が聞こえたと。そこで、一度始めてしまった戦争というものは、どこまでも追いかけ

てくるのだ、というセリフを彼女に言わせました。 

 

【戸ノ下】映画をご覧になった方は、お分かりのとおり、声高に反戦や平和を唱えるとい

うよりは、じわりじわりと押し寄せてくる日常生活の中で、保母たちが感じたことを脚本

に込められたように思うのですが。 

 

【平松】そうです。実際に疎開を実行した保母さんたちを相手に聞き書きしたルポルター

ジュが、この映画の原作でした。そこから引用したり、想像したものを脚本に織り込むよ

うにしました。 

 

【戸ノ下】「この道」の方も、二つ、突き刺さるセリフがありました。一つは、貫地谷し
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ほりさん演じる白秋の妻の言葉です。白秋が、陸軍から受けた作品の委嘱を断った時、彼

女が放った言葉、『私たちの生活はどうなるの』です。その場面の意図は何でしたか。 

 

【坂口】白秋の映画を製作することが決まった時、偉い人を扱う「偉人伝」にはしない

で、一人の人物を楽しんでもらえるような、そういう映画を作ろうよ、と話し合ったので

す。私たちスタッフは、そこを起点に動きました。どこかで見栄を張って、陸軍からの要

請を突っぱねる、というような行動がある反面、逆に協力するような作品を書いてしま

う。そういう側面を持つ人物。それがきっと本当の姿だろうねと。それをどういう場面で

見せようかと考え、そのシーンを思いつきました。奥さんに突き付けられて、「うっ」と

なってしまう。そういうことは実際にあったのではないか。映画の中のウソとも言えるの

ですが、リアルさが滲み出ればいいなと考えました。 

 さきほどの平松さんの話にあった「追いかけてくる」という言葉も、当時本当に、地平

にいる人たちの実感だったと思います。それと似たように、かっこはつけてみたけれど、

生活は成り立たない、という現実味が上手く編み込めればと。 

 

【平松】女房からそういう言葉を言われると、夫としてはたじろぎますよね。 

 

【坂口】そうですね。貫地谷さんが演じた奥さんが、しっかり者でしたし。それまでダメ

だった白秋を支えてきた役どころです。 

 

【戸ノ下】菅野さん、そういう奥さんだとどうしますか（笑）。 

 

【菅野】家内の手を借りるまでもなく、尻尾を振ります（笑）。ただ、白秋がその時突っ

ぱねたという事実は、大変立派だったと思います。自分にはとても出来ない。もちろん、

彼にも葛藤はあっただろうし、亡命するわけにもいかない。そこにいなければならなかっ

た。それでも突っぱねたというのは、非常にエネルギーが必要ですよね。 

 

【坂口】白秋なりの芸術家としてのプライドを感じました。「僕は軍の“お抱え”ではな

い」という発言が残されています。その一方で、戦意高揚の作品を政府が募集した際、選

者を引き受けて『露営の歌』を選んだり。その辺りが、逆におもしろいと思いました。そ

ういう両面を描くことが必要と考えました。 

 

【菅野】白秋は揺れたと思いますよ。徹底的に反抗すれば、後世で「偉かったね」と言わ

れるかもしれないけど。そんな簡単にはいかなかっただろうと。一度でも突っぱねたとい

うところは、大変尊敬すべきところと思います。 
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【戸ノ下】実際に、映画では白秋は陸軍の要請を拒みました。その場面とともに、もう一

つ印象的だったのは、 後の場面です。病床の白秋を耕筰が見舞うシーンで、白秋が耕筰

に尋ねます。「おまえはどうして軍に協力するんだ」と。その時、EXILE の AKIRA さん

演じる耕筰のセリフは、「俺は音楽を未来に残すために協力しているんだ」というような

内容だったと思います。そこにはどういうメッセージを込められたのですか。 

 

【坂口】私たちの想像でしかないのですが、政府に加担した耕筰の考えとしては、もしか

すると、そこで協力を拒んでしまえば、耕筰の思い描く音楽が途絶えてしまうと。耕筰が

感じる白秋の考えは、確かに正しいかもしれないけれども、未来につなぐために今はこれ

しかない、という秘めた思いがあったのではないか。それは、ある意味ファンタジーです

が、そう思いたいね、とスタッフとも話し合い、そのセリフを書きました。 

 実際、白秋が亡くなった時、耕筰は「あいつはバカだった。あのバカ死んじゃって」と

言って大泣きした事実を考えると、終戦を迎えることができれば、その先でまた一緒に創

作できると思っていたのではないでしょうか。その考えのもと、あえて作為的に作ったセ

リフです。そういうことができるのが映画であり、史実のドキュメンタリーとは違うとこ

ろだと考えています。 

 

【菅野】いつも思うのですが、戦争に勝っていたら、耕筰のような協力者は英雄ですよ

ね。負けたから戦犯の議論に巻き込まれる。これは理不尽です。戦勝国の立場になれば、

白秋は反逆者になる。本当に社会に翻弄された話になります。本人たちは葛藤の末に仕方

なくどちらかを選んだに過ぎず、そんなことがなければ、普通の詩人であり、普通の作曲

家だったわけです。戦時下でそういう事実はあったけれども。 

 

【戸ノ下】坂口さんがおっしゃったように、フィクションではあるけれども、そこに確固

としたメッセージを発信されている映画と思いました。自分自身も、戦時期の音楽を捉え

るにあたって、考えさせられる内容でした。 

一方の「あの日のオルガン」。オルガンが象徴するものは何だったのでしょう。 

 

【平松】オルガン自体が、あの戦時下では、文化や平和を表すものだと思うのです。少し

話がそれますが、あの頃の楽器の素晴らしさって、電気を必要としないこと。オルガンの

ように、そこにあるだけで、どこに持って行っても、すぐさまそこで音が出て、演奏が出

来て、皆と歌って、その輪を広げられる。その価値をもう一度見直すべきではないかと。

今回の台風でウチも一瞬、停電になったものですから、より一層、そういうことを考えさ

せられました。 

 

【戸ノ下】今、平松さんが災害のことに触れました。さきほど菅野さんが、震災を契機に
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音楽が変わるかどうかという問題を提起された。「この道」では、関東大震災の場面があ

りますよね。そこで意識されたことは何でしょう。 

 

【坂口】脚本を書いていた頃は、熊本地震の後でした。そういう絶望的な状況に陥った時

にも、さきほど文化的生活を求めたというお話があったように、歌であったり、音楽であ

ったり、そういったもので救われれば、と執筆しながら思っていました。以前に観光バス

が台風の影響で水没した時、孤立した乗客が皆、バスの屋根に登って、一晩ずっと唄を歌

って、夜を耐え忍んだ話がありました。そんなことも思い出し、関東大震災の時、白秋と

耕筰が唄を作ろうと思っても不思議ではなかったと考えたのです。二人が創作する以前か

ら、わらべ歌のようなものはあったと思うのですが、二人が、子どもから大人まで親しめ

るような、声を合わせて歌えるようなものを作ろうと考えた背景があったからこそ、今も

歌い継がれる童謡に結実していったのではないかと。そういう思いであのシーンを書きま

した。 

 

【菅野】関東大震災の後の音楽事情はどうだったのでしょう。と言うのも、東日本大震災

の直後は、歌舞音曲の類はご法度になりましたよね。あれは異常事態だったと思います

し、被災した人々が、本当にそういう状況を望んでいたのだろうかと。どの局も地震に関

した放送ばかり。そういう時こそ、音楽であるとか、それこそ落語であるとか、そういう

ものが必要なのではないか。あの時は一か月間、音楽的な番組がすべてなくなりました

し、コンサートも中止されました。歌舞音曲はまかりならん、となりましたよね。 

 

【戸ノ下】関東大震災の時の記録を見ていませんが、戦前、皇族が亡くなると政府が歌舞

音曲を禁じる通牒を出しましたよね。当時の状況からすると仕方のないことでした。ただ

し、今の時代では、はたしてどうなのか。一方で、関東大震災を契機として、実はダンス

ホールがたくさんできるのです。反面の表象と言えるかもしれません。 

 

【平松】「あの日のオルガン」の 後に挿入している主題歌は、アン・サリーさんの歌う

「満月の夕」という曲です。これは実は、阪神淡路大震災がきっかけで作られた歌なので

す。震災が起きた日の夜が満月で、その光景は怖かったと。再び地震が起きるのではない

かと。そういう恐れとか、地震に対する憤りを、歌で吹き飛ばそうとして作られたのが

「満月の夕」でした。公に音楽などを禁止しようという流れがある一方で、そこにいる

人々の中から、歌で救われたい、歌で救っていこうという流れもあるのではないかと思い

ます。 

 

【菅野】それは素晴らしいですね。 
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【戸ノ下】音楽の役割という話に関連して、「あの日のオルガン」では、大原櫻子さん演

じる保母が親友を自転車の荷台に乗せて駅に送る時、「この道」を二人で歌っていました

よね。また、その親友を空襲で失った時、替え歌で「この道」をオルガンで弾き語りまし

た。 

 

【平松】その弾き語りのシーンでは、二番の歌詞を替え歌で歌っています。親友と歌った

日々のことを重ね合わせて親友を悼み、さらに、これからは彼女のことを忘れずにこの道

を生きていくのだという決意を替え歌に込めて、彼女が必死で立ち直ろうとするシーンで

した。 

 

【戸ノ下】奇しくも同じ年に、「この道」がロードショーされました。偶然というか、必

然かもしれませんが、白秋と耕筰の「この道」がモチーフになったことについては、どう

お考えだったのでしょうか。 

 

【坂口】二人のバディものとして製作を進めていくことになりましたので、映画の中で流

れる「この道」が、彼らの歩んできた「この道」として聞こえるといいね、とスタッフ間

で話し合いました。物語は恐らく、白秋の死で終わるだろう。その時に思い描く「この

道」は、それまでの二人の道のりであり、同時にそれから先も、つまり白秋の死後、どん

どん戦局は深まっていきますが、そこを飛び越えた先、今、私たちが生きているところ

に、二人の歩んだ道が続いている、というイメージも届けることができればと考えて、そ

れを白秋の 後のセリフに託しました。 

 

【平松】菅野先生の話に重なりますが、「この道」という歌には、そういう連綿とした流

れを継続していく何かがありますよね。 

 

【坂口】ありますね。 

 

【平松】私も「あの日のオルガン」を撮影の時に、「この道」と向き合った途端、実は世

の中のあちこちに「この道」が流れていることに気付きました。 

 

【坂口】私も一緒です。「この道」を手掛けてから気づくのです。CM に使われていること

とか、私の住んでいる町で、夕方 5 時半になると流れているとか。ずっと前からそうだっ

たのでしょうけど。 

 

【平松】「この道」が私たちの生活に及ぼしてるものには、何か大きいものがあるのかも

しれません。 
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【戸ノ下】作曲家から見ると「この道」はどうでしょうか。 

 

【菅野】いい曲だと思いますよ、確かに。自然に曲調を感じ取ることができますよね。 

 

【平松】「♪ああー、そうだよーお」の部分、 後に音が下がりますよね。そこが印象に

残ります。 

 

【菅野】 

（口ずさみ）「（そうだ）よーお」の一旦上がって下がるところですね。うんうん。 

 

【戸ノ下】1925（大正 14）年ですか、作られた年は。1920 年代にあのような曲を作った

山田耕筰の恐ろしさというか、素晴らしさ、そういうものを実感しますよね。 

 

【菅野】考えてみると、良い曲です。考える時、いつも思うのは、その旋律を変えたらど

うなるか。今、思いつくままに頭の中で変えてみたのですが、やはり彼のが一番いい

（笑）。 

 

【坂口】さきほど言われた「そうだよ」の箇所。白秋は 初、その部分を「そうだね」と

書いたそうです。それを後から、語尾を変えた。お母さんが子どもに語りかけるように

「そうだよ」にしようよと。白秋が語尾にこだわったので、耕筰も 後に音を落とす部分

にこだわったのかもしれませんね。 

 

【平松】「そうだよ」の「よ」は一文字なのに、「よーお」と、わざわざ音を二つ使ってい

ます。 

 

【菅野】「そうだね」だと、音は下がりませんね。音を下げたかったのでしょうね。だか

ら変えようと。 

 

【戸ノ下】言葉と音楽、言葉と音の関係を考えると、1920 年代に白秋と耕筰が、歌の一つ

の形を完成させた、とも言えますね。映画「この道」では、そういう二人が描かれていま

す。 

 

【菅野】今のエピソードは象徴的な話です。作曲家はしばしば詩人と闘うというかね。作

曲家のイメージどおりに、必ずしも詩はなっていないわけですよ。詩人も言葉に命を賭け

ていますから、言ったら悪いかなあと思いつつ、どうしても言う、ということをしばしば
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経験します。「そうだね」であれば、確かに音を下げられない。 

 

【戸ノ下】詩人が言葉に命を賭けるとおっしゃいましたが、脚本家もそうですか。 

 

【菅野】それはそうでしょう。 

 

【戸ノ下】何年も前から映画を計画されていたのでしょうが、この 2019 年というタイミ

ングで公開される、戦時期を扱う映画の脚本を書かれた点について、何か意識されたこと

はありましたか。 

 

【坂口】脚本を書いているとき、世間で、きな臭いと指摘されることがいくつか起きてい

ました。登場人物の一人、与謝野晶子は「君死にたまふことなかれ」を詠んで、当時大絶

賛されたにもかかわらず、自分の息子が出征する時には、それを誇りに思って、息子を励

ます歌を書いたのですよね。そんな晶子に、お酒を呑んでいるシーンで「この国はどこに

向かっていくのかしらね」とつぶやかせてみたのです。明確なメッセージを送ったわけで

はないのですが、ある種作り手としてのメッセージであり、そのシーンを観てくださった

方が、その言葉を心のどこかに留めてくださったらいいな、という思いを込めました。 

 

【戸ノ下】佐々部監督も、その辺りを意識されていたのでしょうか。 

 

【坂口】そうですね。そういう観点を失くしてはいけないよね、と話していました。 

 

【戸ノ下】「あの日のオルガン」は戦時中、しかも末期が描かれていました。確か 3 回、

過去に映画化が試みられたのですよね。 

 

【平松】そうですね。 初の 2 回は 1980 年代の頃で、その時、私は関わっていませんで

した。予算面で折り合いがつかなかった事情があったのです。今回、予算を確保すること

ができたきっかけの一つは、 近の子どもたちの命の問題です。親たちの虐待とか、ネグ

レクトとか、安易な、と言えば語弊がありますが、自殺の問題とか、子どもたちが危機的

な状況に置かれていると感じて、子どもたちの命って、もっと輝いていて大切なんだよ、

ということを、言葉ではなく物語として発することができないかと。命の問題を扱うに

は、この戦時期を舞台にした話が良いのではないかと考えたのです。 

 

【戸ノ下】ぜひ、この二つの映画を、特に若い世代の人たちに見てもらいたいですね。本

日は「社会に翻弄された音楽を辿って」というテーマで進めてきました。菅野さんは、創

作者として、新しいものを生み出す表現者として、社会に翻弄される、ということを意識
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されますか。 

 

【菅野】仕方がないというか、むしろ翻弄されるべきではないでしょうか。飽くまでも、

その中で生きていくわけです。社会という水の中に浮かんでいるのが作曲家のようなもの

ですから。 

 

【戸ノ下】まだまだお話を伺いたいところですが、 後に平松さんと坂口さんから、これ

からのこと、抱負とか、何でもお伝えくだされば。 

 

【平松】「あの日のオルガン」については、市民の方による自主上映の形で、もうしばら

く、各地でご覧いただくことができます。上映会に呼ばれましたら、私は駆け付けて、挨

拶したり、このようにお話ししたりして、盛り上げていきたいと思っています。東京では

11 月 28 日、品川区「きゅりあん」で上映されます。よろしくお願いします。 

 

【坂口】「この道」は DVD が発売されています。プロデューサーから宣伝するように言わ

れれていたのに、忘れていました（笑）。よろしければ、ぜひ。EXILE の ATSUSHI さん

が歌う「この道」の CD など、特典が付いているそうです。レンタルされているものには

付いていないのかな。 

 

【菅野】それはぜひ買ってもらわないと（笑）。 

 

【戸ノ下】菅野さんからもぜひ、第一部、第二部を通してご感想を。 

 

【菅野】今回、戸ノ下さんの本を拝見する機会を得て、初めて、近代の音楽の変遷を知り

ました。明治に西洋音楽が入ってきた。このキーワードが一つありますよね。その後どう

なったか、ということを考えると、「その後」というのは、実は戦後からだったのだ、と

いうことも感じました。平安時代に雅楽が入ってきたのとは異なって、「軍楽」として入

ってきた点は残念でしたが。 

東京国立博物館で「正倉院の世界」が始まったばかりで、その内覧会に一昨日行ってき

ました。世界に一つしかない琵琶を見ることもできました。その展示場にあった解説によ

ると、700 年代に、正倉院に奉献されていた武具が 400 点持ち出され、二度と戻ってこな

かったそうです。内乱に使われたと。 

今回の話にも繋がるのですが、音楽を含めて文化というものは、戦争の前でいかに無力

か、よく分かります。ただ無力ではあるけれども、人々は、音楽を必要としている。だか

らこそ、それが無力化されないような社会であってほしいと願います。戸ノ下さんの研究

から学ぶ点は多いです。その先の、私たちの創作活動はどうあるべきか、社会はどうある
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べきか、おぼろげながら見える気がします。自由に発信し、自由に聴いていただける、そ

ういう社会を継続するためにどうすべきか。そういうことを考える、非常に良い契機にな

ったと思います。ありがとうございました。 

 

【戸ノ下】こちらこそ、ありがとうございました。本当にお話は尽きないのですが、お時

間となってしまいました。実は私が講演をするにあたって、誰をゲストにお呼びするか、

JASRAC の皆さんとお話しした時、ぜひ表現の 前線にいらっしゃる創作者の方とお話し

したいと申し上げました。表現すること、新しいものを生み出すこと、その 前線にいる

方といろいろお話しして、会場の皆さんと考えることができたらいいな、と提案しまし

た。菅野さん、平松さん、坂口さんから、本当に示唆に富むお話をいろいろお聞きするこ

とができました。私もいろいろと考えていきたいと思いますし、ぜひ皆さんもお一人おひ

とり、本日の話を受け止めていただいて、これからのいろいろな活動に、あるいはお考え

に生かしていただければと思います。ゲストの方には、打合せに無いこともいろいろお尋

ねしてしまいました。後で怒られそうです（笑）。お三方に盛大な拍手をお願いいたしま

す。ありがとうございました。 
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2019 年 10 月 15 日 

JASRAC 音楽文化賞記念講演会 

『社会に翻弄された音楽を巡って～明治から戦中、そして現代へ～』 

戸ノ下達也 

●はじめに 

・私たちにとって「音楽」とは？ 私たちの生きる日常とは？ 

・変遷を遂げてきた歴史を受け止め、考え、想像すること。その中で、音楽文化がどのように社会と関わ

り、現在に至るのか。 

→1860 年代以降の近代化・西洋化、帝国主義のせめぎあい、総力戦体制、「戦後」･･･に至る歴史と音

楽文化 

→社会状況の変遷の中で、政府やメディア、音楽界、人々がどのように音楽と向き合ったのか 

 

Ⅰ．西洋音楽導入から 1920 年代に至る音楽の歩み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レジュメ資料 

【時代の理解】 

◆明治政府の西洋化・近代化施策 

・国内体制の確立：徴兵令、地租改正、殖産興業、文明開化、学制→大日本帝国憲法、内閣制度、地方自治、

軍隊制度確立 

・国際情勢：日清・日露戦争以降のアジア地域の変動→三国干渉、台湾統治、中国分割、日英同盟、日露戦争と朝鮮

併合、満洲進出 

・経済構造の変遷：軍備拡充と帝国主義化、産業構造の変化→重工業の形成（造船、鉱業）、製糸・紡績業の展開 

・社会状況の変化：社会運動の展開（労働運動、足尾銅山鉱毒事件）、教育、思想、文学・美術・音楽の展開 

◆大正時代の多様な側面 

・政治状況：大正政変や憲政擁護運動、政党政治の動き、普通選挙運動などの大衆の政治参加 

・社会状況の変化：米騒動や部落解放運動など社会運動の顕在化、関東大震災、治安維持法公布  治安統制

の強化 

・文化状況：都市化、大衆社会化による大衆文化の展開、娯楽の多様化 

・変転する国際情勢：第一次世界体制以降の国際秩序＝協調外交、日本のアジア地域＝対華二十一カ条要求、

シベリア出兵 
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１．西洋音楽導入の系譜 

・国民や軍隊の規律化・統合を目的とした西洋音楽の導入 

(1) 軍楽隊：吹奏楽（軍楽、少年音楽隊、市中音楽隊、チンドン、アマチュアの吹奏楽団、儀礼）、オ

ーケストラ、ポピュラー音楽（ｼﾞｬｽﾞ等）、作・編曲家 

(2) キリスト教布教における賛美歌の受容：メロディーの流用、唱歌への影響 

(3) 音楽取調掛の設置（1979 年）：音楽家、音楽教育者の養成→東京音楽学校（1887 年設立）から東

京藝術大学音楽学部へ 

(4) 音楽教育：学校教育科目としての唱歌（文部省唱歌）→1911～14 年発行『尋常小学唱歌』から現

在の「学習指導要領」へ 

 

２．1920 年代の文化と音楽 

・社会構造の変遷に伴い、音楽が、社会風刺や娯楽、教養などの役割を担い多様化 

・同報性・即時性・広域性・反復性が発揮できるメディアの威力 

(1) 都市化や大衆化：映画や演劇、浅草オペラや少女歌劇、ハーモニカやマンドリン等の器楽演奏な

どの娯楽の多様化 

(2) マスメディアの発達：新聞・雑誌、ラジオ放送（1925 年開始）や蓄音器レコードの発達が、流行

歌の普及、雑誌メディアと連携した童謡運動などの動向に直結 

(3) クラシック音楽の展開：新交響楽団（現・NHK 交響楽団）設立、外国人演奏家の来日 

(4) 社会運動の影響：プロレタリア音楽運動 

 

 

Ⅱ．十五年戦争期の社会と音楽 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【理解の前提】 

 日清・日露戦争以降の列強や日本、中国などの帝国主義のせめぎあの中で、国内外の政治・経済情勢も影響して

連鎖的に発生した各国の利害の衝突 

 大日本帝国憲法体制下という天皇主権国家において、国内統治体系の矛盾や陸軍・海軍の思惑などが錯綜し、ア

ジア地域での覇権確立に収斂し、武力行使による領土拡大がなされた時代 cf 軍政（陸軍省・海軍省）と軍令

（陸軍参謀本部・海軍軍令部） 

 国策遂行のために有無をいわさぬ国民の教化・動員が行われ、そのための文化領域の統制が進行するものの、一

方で国民大衆のホンネとタテマエが交錯した時代 

 政府（情報局、内務省、大政翼賛会）＝行政・立法主体の文化政策と文化領域が協業した文化統制の展開と娯楽政策の

変遷 
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【時代の理解】 

◆満洲事変期の社会 →恐慌とナショナリズムの高揚 

・経済情勢の変転：戦後恐慌～金融恐慌～昭和恐慌、金輸出解禁と統制経済、重化学工業中心の産業構造への転換 

・政治と軍事の混迷：政党内閣崩壊と陸軍、海軍の政治介入→国体明徴声明、5.15 事件、2.26 事件→言論・思想統

制強化  

・協調外交の破綻：中国大陸への侵攻→山東出兵、張作霖爆殺事件、柳条湖事件、国際連盟脱退、日独伊三国同盟 

◆日中戦争期の社会 →日中全面戦争と総力戦体制への指向 

・戦時統制の強化、国民精神総動員運動の展開＝経済、文化・思想などあらゆる生活領域での統制、変転する国際情勢と

対立の激化 

1937 年：臨時資金調整法・輸出入品等臨時措置法、内閣情報部発足  盧溝橋事件を契機とする中国大陸での全面

戦争化 

1938 年：国家総動員法（国民の総動員体制の確立）  電力国家管理  

1939 年：国民徴用令、生産力拡充計画、映画法公布、ノモンハン事件＝ソ連軍との軍事衝突 

1940 年：新体制運動、紀元二千六百年奉祝、7・7禁令、配給統制開始、隣保制度、情報局改組、日独伊三国同

盟、北部仏印進駐 

◆アジア・太平洋戦争期の社会 

・中国大陸から東南アジア、太平洋地域全域に拡大する日本軍の展開、国内状況を反映した推移→他国への加害、犠

牲となる民衆 

戦略的攻勢期（41 年 12 月～42 年 8月） 戦捷 

→真珠湾攻撃、マニラ占領（42 年 1 月）  シンガポール陥落（42 年 3月）  ジャワ占領（42 年 4 月） 

→食糧管理・配給・割当制度運用  企業整備 

戦略的守勢期（42 年 8月～44 年 10 月） 

→ガダルカナル島撤退（43 年 2月）  山本五十六戦死（43 年 4 月）  アッツ島守備隊玉砕（43 年 5月）  マリアナ沖海

戦（44 年 6月） 

→宗教統制、学徒出陣（43 年 10 月）  疎開、勤労動員の強化  決戦非常措置要綱（44 年 2 月） 小磯内閣の言論暢達政

策 

絶望的抗戦と破綻（44 年 10 月から 45 年 8 月） 

→レイテ沖海戦（44 年 10 月）  アメリカ軍沖縄上陸（45 年 4 月） 

→本土空襲と国民動員   義勇兵役法（45 年 6 月）   広島・長崎への原子爆弾投下（45 年 8 月） 
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１．満洲事変期から日中戦争期の音楽文化の変遷  →国家による本格的な音楽の活用や統制は日中戦争

が契機   

(1)内務行政（内務省・府県警察）による娯楽取締＝規則による取締 

・出版法改正（1934 年）によるレコード検閲強化：風俗・安寧秩序統制→国民教化の手段として流行

歌を浄化し温存 

・風俗取締としての舞踏場取締：→1928 年・舞踏場取締規則、1933 年・舞踏教授所取締規則→1940

年 10 月 舞踏場閉鎖 

・興行統制の強化（1940 年２月：警視庁令第２号・興行取締規則）→上からの芸能風俗統制、技芸者

制度の開始 

(2)内閣情報部（1937 年 9 月）→情報局（1940 年 12 月）による娯楽政策の推進 

・内閣情報部：国民精神総動員運動や思想戦講習会等による国民生活の統制の推進 

・情報局：「積極的指導」による娯楽政策とインテリジェンスの推進 

(3)国民統合のための音楽 

・公的流行歌＝「国民歌」制定が本格化：コロムビア《露営の歌》、日本放送協会委嘱《海ゆかば》、内閣

情報部制定《愛国行進曲》 

・時局に連動した動向：時局に連動した組織化・演奏会の企画、経済統制（物品税、入場税等の公租

公課、物資・資材統制） 

(4)紀元二千六百年奉祝    音楽文化の頂点 

・奉祝芸能祭（日本文化中央連盟主催）等の演奏会：純音楽、バレエ、舞踊劇、長唄、清元、常磐津、新民

謡、雅楽等の新作発表 

・奉祝楽曲発表演奏会：R・Strauss、Pizzetti、Ibert、Veress、Britten への奉祝楽曲委嘱 音楽界の挙国一

致体制＝公式な音楽活用 

・奉祝を契機とした国民歌の制定：《紀元二千六百年頌歌》 《奉祝国民歌・紀元二千六百年》の制定、「国

民歌謡」の公募 

・オペラ《夜明け》（現タイトル《黒船》）初演：山田耕筰が唱導してきた音楽の大衆化という国民音楽創造

の一歩 

(5)新体制運動の影響（音楽新体制運動の広がり →音楽界の再編一元化に収斂） 

・新体制運動の波及：大政翼賛会の設立（1940 年 10 月） あらゆる文化領域が新体制運動へ→文化界の国

策協力体制が網羅的に成立 

・音楽新体制運動の動き：社団法人日本音楽文化協会（1941 年 11 月発会）  音楽界の一元統制団体の

発足 

(6)音楽文化の基盤整備 →組織化による相互扶助・権利擁護・創作や演奏の機会拡大 

・音楽界の組織化：大日本作曲家協会（1928 年）、日本演奏家連盟（1936 年）、大日本音楽協会（1936 年）等 

・著作権：大日本音楽著作権協会（1939 年） 

・連盟組織：全日本ハーモニカ連盟（1926 年）、国民音楽協会（1927 年）、大日本吹奏楽連盟（1939 年） 
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・作曲家のグループ活動：新興作曲家連盟（1930 年）、独立作曲家協会、黎明作曲家同盟、楽団創生（1934

年）、プロメテ（1939 年） 

 

２．アジア・太平洋戦争期（1941～1945 年）の音楽界 

(1)娯楽政策との連動    情報局「戦時下国民娯楽ニ関スル緊急措置ニ関スル件」（1941 年 12 月 13

日） 

・「雄大で健全」「明朗で清醇」な娯楽を与えることにより、啓発宣伝の効果を発揮させることを明

確化しそのための「積極的指導」の方策を具体的に例示→国民の啓発宣伝や涵養・教化の観点で娯

楽政策やメディアをコントロールし施策を推進 

・情報局の施策に連動し、取締重視だった内務省も 1942 年 8 月にそれまでの方針を緩和する方針に転

換 

(2)日常生活への介入 ：国民の日常生活への介入＝動員体制の確立  

・情報局・内務省「米英音楽作品蓄音機レコード一覧発表」（1943 年 1 月） →敵性文化の排除と自

主規制の広がり 

・決戦非常措置要綱（1944 年 2 月） →高級享楽停止と移動演劇や移動音楽の推奨 

・特別高等警察による監視→不穏歌謡＝替歌 

(3)流行歌の諸相 ： ホンネとタテマエの交錯→ 公的流行歌たる「国民歌」⇔替歌、《別れ船》な

ど流行歌への思い 

(4)ポピュラー音楽の規制と利用 ： 国内の規制と海外放送での利用 

(5)健全娯楽としての音楽 ： クラシック・合唱・吹奏楽の推奨、邦人作品の演奏機会拡大 

・周年事業や時局に連動した演奏会での音楽 

・対外文化政策としての植民地での音楽 

(6)音楽界への規制 ： 娯楽政策との連動  

・演奏会企画への統制→決戦非常措置要綱（1944 年２月）による統制（高級享楽禁止） 

・情報局の曲目編成方針（1943 年 10 月）や警視庁の演奏禁止楽曲発表（1944 年 11 月）  

・外国人演奏家の出演規制→1942 年 12 月：放送出演規制  1943 年 10 月：日本音楽文化協会通達 

(7)音楽挺身活動の強化・拡充＝移動音楽 

・演奏家協会音楽挺身隊（1941 年 9 月～1943 年８月、以後は日本音楽文化協会に統合） による国民

教化動員 

・大日本産業報国会（産報）による文化運動  職場の文化運動の推進と音楽（合唱、吹奏楽、ハーモニ

カ、レコード等）の活用 

・民間レベルでの動き  吉本興業、宝塚歌劇団、東宝などの移動文化活動 

 

 

 

 



JASRAC 音楽文化賞記念講演会 

39 
 

Ⅲ．敗戦から戦後へ 

１．占領政策の変遷（1945 年～1951 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．戦後復興から高度成長へ（1952 年～1970 年代） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【時代の理解】 

◆連合国軍 高司令官総司令部(GHQ)の民主化政策の展開とその影響 

→日本国憲法公布（1946 年 11 月） 主権在民・平和主義・基本的人権の尊重 

→軍隊・軍需生産・特高警察の解体、公職追放、国教分離、言論・集会・結社の自由、労働運動推奨、女性参政権 

→天皇人間宣言（1946 年 1月） 

→民主化政策：公職追放、財閥解体、農地改革、教育改革 

→精神・肉体の「解放」＝文化や娯楽への希求の顕在化 

→文化運動の多様性と広がり 

◆冷戦に連動した政策転換  「逆コース」へ 

→「冷戦」の開幕＝アメリカの対ソ対決姿勢   ・中華人民共和国成立（1949 年）、朝鮮戦争（1950 年）の開始 

→大衆運動・労働運動の高揚と抑圧  レッドパージ、警察予備隊発足 

→経済安定九原則、ドッジラインによる政治的・経済的な極東の安定政策の実施 

◆戦争の傷跡 

→戦争犯罪の明確化：極東国際軍事裁判、Ｂ・Ｃ級軍事裁判 

→国民へのしわ寄せ：食糧危機、復員、引揚げ、シベリア抑留、戦災孤児ｋ 

【時代の理解】 

◆日米安保体制の構築 

・サンフランシスコ講和条約、日米安全保証条約締結（1951 年）による日米同盟関係（相互依存と協力関係）の強化 

・日ソ共同宣言（1956 年）を契機とする日本の国際連盟加入＝国際社会に復帰 

◆国内外の情勢 

・特需による経済復興→エネルギー政策転換、高度成長へ 

・日米安保体制への対応→軍事基地拡張、自衛隊創設  ・安保体制に即応した反動施策→教育、小選挙区制度等 

・「雪どけ」と米ソ陣営内の多極化→中ソ対立、アジア・アフリカ会議（1955 年）、北爆～ベトナム戦争（1965 年） 

◆55 年体制の確立＝国内政治体制の確立 

・保守合同、・革新勢力の再編→共産党６全協  社会党統一大会 

・日米相互協力及び安全保障条約（1960 年）  

・社会運動の展開→原水爆禁止運動、基地反対運動、小選挙区制・憲法改正反対、安保改正阻止闘争、公害運動 

・大衆の娯楽への希求、社会運動に連動した文化運動の展開 

・大衆消費社会の出現→家電製品や自家用車など消費財の普及、消費革命・流通革命、エネルギー革命、東京オリンピ

ック開催 

・高度成長の「光と影」  ひずみ→公害、過疎化、核家族化 
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３．昭和から平成へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．戦後の音楽の展開 

(1)流行歌から J-POP に至る展開  統制・制約のない音楽文化の受容拡大 

・社会状況を直接反映した音楽 ⇒敗戦直後の「民主主義」、戦後の世相、社会運動、復興 

・戦争を“テーマ”とした楽曲 ⇒直接的な体験に基づいた楽曲、戦時期の楽曲への支持、反戦や

平和をテーマとした楽曲 

・楽曲のテーマの深化・固定化 ⇒希望、願い、祈り、恋愛、友情、日常・・・J-POP のいとなみ 

(2)音楽領域・様式の多様化 

・新たな音楽の流れ  J-POP、ポピュラー音楽、ワールドミュージックの展開 

・ジャンルの細分化・多様化と固定化 →グループサウンズ、ロック、ニューミュージック、演歌、アイド

ル… 

(3)音楽の日常化： 

・メディアや受容方法の多様化（音楽配信、Youtube）  愛好者・実演者層の拡大と浸透 

(4)音楽文化の諸相： 

・戦争責任：山根・山田論争と曖昧にされた音楽界の戦争責任  「戦争犯罪」と「戦争責任」を

再考 

・歴史に継続する表象→軍楽の系譜（自衛隊や警察・消防の音楽隊）、儀礼（プレトコール、自衛

隊の儀礼） 

・学校教育：教科としての音楽、課外活動（校内合唱コンクール）、部活動・サークル活動 

・地域での音楽文化の深化：アウトリーチ、災害復興・支援、地域連携、社会包摂、音楽療法 

・文化政策：「取締」「指導」→「振興」→関連分野の施策取込みによる文化芸術の「継承」「発展」「創造」へ   

cf.文化芸術基本法 

 

●おわりに 

・「音楽」を「音楽」として創造し、聴き、演奏することの重さ。 

・近現代の歴史に対峙し、想像し、受け止め、将来に語り継いでいくことの意味。 

【時代の理解】 

◆国内の変動 

・日中国交回復、沖縄返還～石油ショック・狂乱物価 

・高度成長の終焉～経済大国・バブル経済と平成不況、行政改革・規制緩和とその弊害 

・55 年体制の崩壊 

◆国際情勢の変化 

・国際経済の枠組変動、ドル危機 

・東西冷戦終結と東欧革命⇔民族紛争・南北問題、湾岸戦争 

・ポピュリズム、自国第一主義の台頭 
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昭和 52（1977）年 3月 10 日 日本放送出版協会発行「放送五十年史 資料編」

P601 

 

（ホームページ掲載省略／下記掲載項目） 

 

戦前における番組種目嗜好と聴取状況の一例（昭和 7年、昭和 12 年） 

 

① 慰安種目の嗜好状況 （第 1回全国ラヂオ調査／通信省  日本放送協会） 

・聴取者百人嗜好者数（種目・嗜好数・聴取者百人当たりの嗜好者数の割合） 

 

② 番組種目嗜好および聴取状況 （通信省  日本放送協会 調査／全国 昭

和 12 年） 

・慰安種目の嗜好率（放送種目・全国平均） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 1 
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「音楽文化」1944 年 11 月号 

 

 

 

 

 

 

 

資料 2 
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スライド 1 スライド 2 

スライド 3 スライド 4 

スライド 5 スライド 6 

 

 

 

 

スライド資料 
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スライド 7 スライド 8 

スライド 9 スライド 10 

  

スライド 11 スライド 12 
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スライド 13 スライド 14 

 

スライド 15 スライド 16 

 

スライド 17 スライド 18 
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スライド 19 スライド 20 

  

スライド 21 スライド 22 

 

スライド 23  

 

 

 


