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はじめに

2008 年 1 月に「海老名市民吹奏楽団」の演奏を聴いて、コンサート（演奏会）に魅了され

ました。これまでで 279 回（2022 年 10 月末現在）の鑑賞で月 1 回のペースですが、多いと

きは月に 7回鑑賞しました。

コンサートでは、実際の演奏風景も楽しめるわけで、楽器の種類・形、演奏スタイル、な

どなど、音楽の他に視覚的要素で楽しめました。

私の性分として何事も深く追求するところがあり、これまでのコンサート鑑賞で調べたこと

や分かったことをまとめてみました。なお本文中で、日付を入れた写真は私がコンサート会

場で撮ったものです。
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1． コンサートの魅力

単純にいうと「生の迫力」です。東京ドームで野球を観戦したことのある方は、生の迫力

を分かってもらえると思います。コンサートの音量は、家庭や車の中で聴くときの音量とは

全く違います。

また、生の音が楽しめます。特に打楽器にこの効果があります。太鼓の音は、スピーカ

ーを通す音と生の音ではかなり異なります。花火の音で、実際の音とテレビで聴く音が違う

のと同様です。打楽器の音は、耳で聴くのではなく体で聴くという感じです。低い音は体で

聴くという傾向があり、ベース音も生の音は迫力があります。ただし、大きな会場ではスピ

ーカーを通すことが多く、それでも普段聴くよりは迫力があると感じるのは、その音量と音響

設備の良さからだと思います。金管楽器は、もともと金属から流れる音なので、スピーカー

を通してもそんなに変わらないように思います。

コンサートの魅力に、大勢の聴衆と一緒に聴くということもあります。野球観戦で、皆が声

を掛けて応援しながら野球を見るのに似ています。良い演奏に対し、聴衆から自然に沸き

起こる拍手、聴衆が体でリズムを取る動きなどもコンサートの魅力です。

一番の魅力は、聴覚だけでなく視覚でも音楽を楽しめるということです。演奏者の表情や

指先の動き、体全体を使った演奏など、視覚を通して楽しめます。ビッグバンドの演奏では、

トランペット奏者やトロンボーン奏者などが、楽器を左右にスイングさせた演奏を行い、聴衆

を楽しませます。ソロ演奏の場合は、演奏者にスポットライトが当たり、その中で演奏者が

精一杯のパフォーマンスを演じます。ドラマーのソロ演奏は、スティックを振り回すその動き

で十分楽しめます。

上述の魅力も、コンサートを聴く位置で異なります。良い音が聴けて、演奏者全体が見渡

せて、演奏者の表情や振る舞いが良く見える席で、コンサートの魅力が最大になります。席

は前後、左右でその場所が決まります。左右としては中央が最適です。中央が取れない場

合は、音が小さい楽器があるほうに座ります。音が小さいというのは、ピアノ、ハープ、ベー

スなどです。マイクとスピーカーを使っている場合は、反対側でもかまいません。前後として

は、マイクとスピーカーを使っているか、いないかで場所を決めています。使っていない場

HITACHI Big Herd Orchestra （2010．6．6）
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合は前から 10番目ぐらいの席に、使っている場合は前から 10から 20番目の席に座るよう

にしています。会場に入ったらマイク、スピーカーの有無、ピアノ、ハープ、ベースの位置を

確認し、上述の最適な場所に席を確保します。

2． コンサート鑑賞実績

2008 年に初めてコンサートを鑑賞して以来、これまでに 279 回コンサートを鑑賞しました。

図 1 に年別のコンサート鑑賞回数を、表 1 にコンサートの種類を示します。コンサートの開

催情報は、コンサート会場（多くは市町村の文化会館）のホームページから得ています。

コンサートの種類

種 類

演奏者

計社会人 学生

吹奏楽 61 48 109

ジャズ 89 5 94

和太鼓 6 12 18

マーチングバンド 3 24 27

カントリー 4 4

ロック 1 2 3

タンゴ 2 2

オペラ 1 1

シャンソン 1 1

その他 18 2 20

計 181 92 279

図 1 年別のコンサート鑑賞回数 年

2022 年 10 月末現在

回数
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3． コンサートの種類

コンサートとは、観客の前で楽器を演奏するイベントのことです。コンサートの形態には

色々あり、それらを図 2 と表 2 に示します。

表 2 コンサートの説明

種 類 説 明

管弦楽団

（オーケストラ）

管楽器（木管楽器、金管楽器）、弦楽器および打楽器から構成さ

れ、多人数で編成する楽団です。主にクラシック音楽を演奏しま

す。

交響楽団

（オーケストラ）

管弦楽団のうち、比較的大規模なものを交響楽団（Symphony

Orchestra）と言います。

吹奏楽団（ウインド

オーケストラ）

管楽器（木管楽器、金管楽器）、打楽器で構成される楽団です。ク

ラッシク音楽の他に、ポップス、ジャズなども演奏します。

吹奏楽団

（ブラスバンド）

金管楽器、打楽器で構成される楽団です。学校や職場などで編

成されます。

マーチングバンド 金管楽器、打楽器で構成される楽団です。行進しながら演奏を行

います。演奏曲は、行進曲やジャズのスタンダードなどが中心で

す。

オーケストラ

（大規模合奏団）

管弦楽団（オーケストラ）

吹奏楽団（ウインドオーケストラ）

マーチングバンド

交響楽団（オーケストラ）

ジャズオーケストラ

アンサンブル

（小規模合奏団）

管弦楽アンサンブル

吹奏楽アンサンブル

バンド

和太鼓集団

吹奏楽団（ブラスバンド）

図 2 コンサートの種類
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ジャズオーケストラ

（ビッグバンド）

ホーンセクション（サクソフォーン、トランペット、トロンボーン）とリ

ズムセクション（ドラム、ピアノ、ベース、ギター）で構成されます。

アンサンブル

（Ensemble）

音楽用語で 2 人以上が同時に演奏することです。オーケストラは

規定の楽器編成を満たした大人数の演奏団体を意味するため、

これに含まれない演奏団体をアンサンブルと呼びます。

バンド 演奏する音楽のジャンルによって、ロックバンド、ジャズバンドなど

があります。またカントリー・ミュージック、ブルーグラス、フォルク

ローレ、中国音楽を演奏するバンドもあります。

和太鼓集団 和太鼓を演奏します。バンドの一つですが、集団と呼ばれます。

4． 楽器

（1） 楽器の種類

コンサートで使われる楽器の種類を図 3に示します。

楽器は図3で分類されますが、ある目的のために変更された楽器や、民族音楽を演奏す

るための楽器があります。表 3 にこれらの楽器を示します。

表 3 目的別楽器/民族楽器

種 類 内 容

マーチングバンド用

楽器

マーチングバンドは行進しながら演奏するので、それに適し

たように変更された金管楽器、打楽器があります。スーザフォ

ンはマーチングバンド専用です。

和太鼓 打楽器のひとつで日本の太鼓の総称です。ばちで叩くものを

太鼓と呼び、手で叩くものをつづみと呼びます。

三味線 ギターのような形で弦は 3 本、撥ではじいて音を出します。日

本古来の音楽の演奏に使われます、

楽器 弦楽器

管楽器 金管楽器

木管楽器

打楽器

鍵盤打楽器

鍵盤楽器

図 3 楽器の種類

補助打楽器

太鼓系打楽器
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アルゼンチン・タンゴ バンドネオンが使われます。

カントリー・ミュージック/

ブルーグラス

マンドリン、バンジョーなどが使われます。

フォルクローレ用楽器 ラテンアメリカ諸国の民族音楽、あるいは民族音楽に基礎を

おいた大衆音楽をフォルクローレといい、その音楽を演奏す

る楽器です。

中国楽器 中国の音楽を演奏する民族楽器です。揚琴、古筝、琵琶、二

胡、などです。

電気/電子楽器 電気的、電子的に音を出す楽器です。エレキギター、キーボ

ード、シンセサイザーなどです。

（2） 弦楽器

弦に刺激を与えることによって生じる、弦の振動を音とする楽器の総称です。多くの場合、

得られた音を共鳴させて音を拡大するための装置（部分）を持ちます。

（a） 管弦楽用

（b） その他

マンドリン バンジョー エレキギターアコーステック
ギター

ハープ

ヴァイオリン

ビオラ

チェロ

コントラバス
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ピッコロ フルート

（3） 管楽器

管の中の空気の振動を利用して音を出す楽器の総称です。金管楽器と木管楽器があり

ます。

（a） 金管楽器

演奏者の唇の振動によって発声させる管楽器の総称です。必ずしも金属製の管楽器を

意味する言葉ではありません。サクソフォーンやフルートは金属製ですが、発声原理が異

なるため金管楽器とは呼ばれず木管楽器に分類されます。

（b） 木管楽器

管楽器のうち、金管楽器以外の物を総称して木管楽器といいます。

ユーフォニアム

フレンチホルン アルトホルン フリューゲルホルン

バリトン

トランペット コルネット トロンボーン

チューバ
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サクソフォーンは音域の違いで名前が異なります。管の太さ、長さが異なるため、マウス

ピース（口でくわえる部分）の位置と形状が異なります。

（4） 打楽器

打つ、こする、振るなどして音を出す楽器の総称です。弦楽器や管楽器と比べて原始的

で、長い歴史を持ちます。打楽器は種類が多いので、通常一人が複数個の楽器を担当しま

す。

（a） 太鼓系打楽器

バスーンクラリネット オーボエ ファゴット

ソプラノ
サクソフォーン

アルト
サクソフォーン

テナー
サクソフォーン

バリトン
サクソフォーン

スネアドラム

バスドラムティンパニー

タンバリン 銅鑼
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（b） 鍵盤打楽器

鍵盤を叩くことによって音を出します。鍵盤には木製と金属製があります。

（c） 補助打楽器

補助的な打楽器ですが、これらにより音楽を盛り上げます。

グロッケン（鉄琴）

シンバル

マリンバ ビブラフォン シロフォン

チャイム

トライアングル ツリーチャイム

クラベス ビブラスラップウッドブロック
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港をイメージさせる曲では、波の音を出すオーシャンドラムと鎖が使われます。鎖は床に

叩きつけて音を出します。

（5） 鍵盤楽器

鍵盤を操作することによって演奏する楽器の総称です。ピアノ式鍵盤とアコーディオンの

ボタン式鍵盤があります。

（6） 電気/電子楽器

電気的/電子的に音を出す楽器です。ジャズオーケストラでは、アコースティックギターで

はトランペットなどのホーンセクションより音量が劣るので、エレキギターが使われます。

バンドネオンアコーディオン

グランドピアノ

アップライトピアノ

スラップスティック

カスタネットアゴゴベル

カバサ

マラカスカウベル

スレイベル

鎖オーシャンドラム
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イギリスの4人の美女グループ「Bond」は、エレクトリックチ

ェロ、エレクトリックヴァイオリンを演奏します。

5． 吹奏楽

開催されるコンサートで一番回数の多いのが吹奏楽です。中学校、高等学校、大学の吹

奏楽部の定期演奏会、コンクールが定期的に開催されています。また学生から社会人まで

幅広い年齢層から構成される、一般のオーケストラのコンサートも多く開催されています。

シンセサイザー キーボード

エレキギター エレキベース サイレント
ベース

エレクトリック
ヴァイオリン

Bond

青陵ウインドオーケストラ （2009．12．13）
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演奏は2部構成または3部構成になっています。クラッシク音楽は必ず演奏されますが、

他に馴染みのポップス、ジャズが演奏されます。

（1） 楽器配置

決まった楽器配置はありませんが、一般的な吹奏楽の楽器配置を図 4に示します。

指揮者

図 4 吹奏楽の楽器配置

⑫ 打楽器（パーカッション）

⑥ トロンボーン⑤ トランペット

⑧ ユーフォニアム

⑩ ベース

④ サクソフォーン

① ピッコロ
⑨ チューバ

② フルート

③ クラリネット

⑪ ピアノ

⑦ ホルン

⑬ 鍵盤楽器

有馬高校吹奏楽部 （2013．3．23）



- 13 -

（2） 使われる楽器

図 4の楽器配置で、よく使われる楽器を表 4に示します。

表 4 使われる楽器

パート 楽 器

① ピッコロ ピッコロ

② フルート フルート

③ クラリネット クラリネット（ソプラノ、アルト、バス）、オーボエ、イングリッシュ

ホルン、ファゴット

④ サクソフォーン サクソフォーン（ソプラノ、アルト、テナー、バリトン）

⑤ トランペット トランペット、コルネット、フリューゲルホルン

⑥ トロンボーン トロンボーン（テナー、バス）

⑦ ホルン フレンチホルン

⑧ ユーフォニアム ユーフォニアム

⑨ チューバ チューバ

⑩ ベース コンストリング・ベース、エレクトリックベース

⑪ ピアノ ピアノ

⑫ 打楽器 ティンパニー、バスドラム、スネアドラム、シンバル、銅鑼

小型打楽器 トライアングル、タンバリン、カウベル、ウッドブロック、クラベス

⑬ 鍵盤楽器 シロフォン、マリンバ、グロッケンシュピール、ビブラフォン

6． マーチングバンド（Marching band）

マーチングバンドとは、広い意味においては、歩きながら楽器を演奏し、ときにはダンス

チームやカラーガードなどと行進するバンドのことです。

湘南台高等学校マーチングバンド

（2013．3．25）

座間市少女マーチングバンド

（2013．3．30）
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スーザフォン

（1） マーチングバンドの組織

マーチングバンドの組織を図 5に示します。

（2） ドラムメジャー

マーチングバンドの指揮者です。マーチングでは横や後ろを向いて演奏することも多い

ので、横や後ろで指揮を振る「サブドラムメジャー」がいます。

（3） 管楽器を演奏するセクション

一般的にマーチングで使われる金管楽器には、信号ラッパから発展したビューグルと、

オーケストラや吹奏楽で使われる金管楽器を、マーチング用に改良したマーチングブラス

の二種類があります。現在のマーチングバンドはマーチングブラスを多く使っています。

（a） ビューグル

信号ラッパに由来する金管楽器です。バルブを持たない信号ラッパ

から発展してきた楽器ですが、現在のビューグルは、通常のトランペ

ットと同じように 3 つあるいは 4つのピストンを持っています。

（b） マーチングブラスとスーザフォン

吹奏楽で使われる金管楽器を、マーチング用に改良したもの

です。トランペット、マーチングメロフォン、マーチングフレンチホ

ルン、フリューゲルホルン、マーチングバリトン、マーチングユー

フォニアム、マーチングチューバがあります。スーザフォンはマー

チング専用の楽器です。

（4） 打楽器を演奏するセクション

（a） バッテリー

「ドラム」、「ドラムライン」とも呼ばれる打楽器のメンバーです。マーチングスネアドラム、

マーチングテナードラム、マーチングバスドラム、マーチングマルチタムから構成されます。

ドラムメジャー 管楽器を演奏するセクション

打楽器を演奏するセクション

フロントピット

視覚効果を担当するセクション

図 5 マーチングバンドの組織
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演奏の際にはただ叩くだけでなく、スティックを用いた視覚的な演技も行ないます。

マーチングスネアドラムはキャリングホルダーに取り付けて使用しますが、オプションとし

て、小さいシンバルやカウベルなどを取り付けることもあります。マーチングバスドラムは、

複数の奏者が、それぞれ違う大きさ（16 インチから 32 インチのものが一般的）のバスドラム

を演奏します。スネアドラムと、バスドラムの中間の音域を担当するのがマーチングマルチ

タムで、キャリングホルダーに取り付けて使用します。１人の奏者が、複数のタムを組み合

わせて演奏します。クロスオーバーという腕を交差して叩く独自の奏法があります。

（b） マーチングシンバル

コンサート用のシンバルに比べて小型で軽量、そして薄いものが

使われます。叩いて演奏するほか、さまざまなアクションを披露して、

視覚的な演技も担当します。

（c） マーチングシロフォン、マーチンググロッケン

マーチングシロフォン（木琴）とマーチンググロッケン

（鉄琴）があります。キャリングホルダーに取り付けて使

用します。

スネアドラム テナードラム バスドラム

マルチタム

キャリングホルダー カウベル

マーチングシロフォン
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（5） フロントピット

「フロントアンサンブル」や「ピット」とも呼

ばれ、ドリルの前または横などに、様々な打

楽器を置いて演奏します。

主にマリンバ、シロフォン、ビブラフォン、

グロッケン、ティンパニー、トライアングル、コ

ンサートバスドラム、コンサートスネアドラム、

銅鑼、チャイム、ウィンドチャイム、コンサート

タムタム、和太鼓、締め太鼓、鐘、ドラムス、

サスペンディッドシンバル、といった楽器が

使われます。

（6） 視覚効果を担当するセクション

（a） カラーガード

マーチングバンドにおいて、フラッグ、ライ

フル、セイバー（サーベル）などの手具を用

い、視覚的表現を行うパートです。カラーガ

ードの視覚効果における有効性が認識され

るようになり、今日のマーチングではカラー

ガードの演技が極めて重要視されていま

す。

（b） バトントワリング

両端にゴム製のおもりをつけた金属の棒を、回したり空

中に投げたりする演技を行うパフォーマンスです。トスによ

る立体的な空間構成や、スピード感に溢れる演技がバトン

トワリングの特色です。

（c） チアリーダー

アメリカンフットボールなどのスポーツにおける応援チ

ームのことです。アメリカの大学フットボールでは、チア

リーダーとマーチングバンドとが一体となって試合の応

援をするので、ハーフタイムショーの演技も一緒に行な

われてきました。

バトン

湘南台高等学校のフロントピット

（2010．1．12）

座間市少女マーチングバンド

（2012．3．31）

出典：インターネット
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7． ビッグバンド

ビッグバンドはポピュラー音楽、特にジャズにおけるバンド形式の一つです。一般には大

人数編成によるアンサンブル形態のバンド、あるいはこの形態で演奏されるジャズのジャン

ルのことを指します。前者はジャズオーケストラ、後者はビッグバンドジャズと表現をするこ

ともあります。

（1） ビッグバンドの構成と配置例

ホーンセクション

トランペットセクション

トロンボーンセクション

リズムセクション

図 7 ビッグバンドの配置例

指揮者（コンダクター）

サックスセクション

ブラスセクション

トランペットセクション

トロンボーンセクション

サックスセクションリズムセクション

ⅠⅡ Ⅲ Ⅳ

ⅠⅡ Ⅲ
Ⅳ

AⅠ AⅡ TⅡ BTⅠ

ドラムス

ピアノ

ギター

ベース

図 6 ビッグバンドの構成

ジャズアンサンブル阿夫利 （2012．6．23）
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（2） ホーンセクション

管楽器のセクションで、サクソフォーン、トランペット、トロンボーンで構成されます。

表 5 ホーンセクション

セクション 説 明

サックス 通常アルトサックス 2 本、テナーサックス 2 本、バリトンサックス 1 本の計

5 本で構成されます。アレンジによってフルート、クラリネット、ソプラノサッ

クスが加わることもありますが、サックス奏者が曲の一部または全部で、

楽器を持ち替えて演奏することが多くあります。

トランペット 通常 4本のトランペットで構成されますが、3本または 5本になることもあ

ります。また、コルネットやフリューゲルホルンが加わることもあります。1

番トランペットから 4番へと、順次音域が低くなります。

トロンボーン 通常 3 本のテナートロンボーンと 1 本のバストロンボーンで構成されま

す。

（3） リズムセクション

ピアノ（または他の鍵盤楽器）、ギター、ベース、ドラムスで構成されるセクションです。曲

によってはその他のパーカッションが加わることもあります。基本的には曲の中でリズムを

刻み、曲調を整えるセクションです。

表 6 リズムセクション

楽 器 説 明

ピアノ 構成上リズムセクションとして位置付けられていますが、実際にリズムを刻む

ことはあまりありません。ソロ楽器としての役割や、曲中で様々なアクセントを

入れて、旋律に対する応答やコードによる和音での伴奏を行ないます。

ギター 純粋にリズムを刻む楽器として用いられるので、ソロパート以外で目立つこと

はありません。ギターだけでコードと旋律を奏でることができるので、ソロ演奏

を行うことも多くあります。ブラスセクションに音量で劣るので、アコースティッ

クギターが用いられることは少なく、一般にはエレキギターが用いられます。

ベース 通常ベースはビートと同じ拍子を休みなく刻み続け、ソロ演奏や曲中に曲調

が変化するタイミングを除けば、その調子が大きく変化することはありませ

ん。しかしながら、ベースが欠けると曲全体が締まらなくなり、その意味では

非常に重要な楽器といえます。奏法はフィンガー・ピッキング奏法がほとんど

ですが、曲調によっては弓を使ったボウイングやスラップ奏法（チョッパー）で

演奏されることもあります。

ドラムス リズムを刻む他に、曲調の変化を呼び込むために短いフレーズを入れます。

ロックのようにドラムス自身が前面に出ることはさほど多くなく、ベースなどと

共に曲のテンポと曲調を整えることに主眼が置かれます。
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図 8 楽器のレイアウト

グレース・マーヤ

ビッグバンドでは、リズムセクションの動きで演奏を変化させるケースが多いことから、指

揮者を置かないことが多々あります。指揮者を置かない場合は、通常リズムセクション（主

にドラムス）が最初の合図（カウント）を入れ、コンサートマスターが最後を締めます。

8． ジャズバンドとロックバンド

バンド（band）とは、楽曲を演奏する集団のことです。ブラスバンド、マーチングバンド、ジ

ャズバンド、ロックバンドなどがありますが、単に「バンド」と言った場合は、ジャズバンド、ロ

ックバンドなどをさす場合が多いです。通常、楽器演奏者からなる集団を指しますが、ボー

カルを含む集団もバンドと呼びます。

ちなみに「女子十二楽坊」は、英語で「Twelve Band」と呼びます。

（1） ジャズバンド

ジャズは19世紀末から20世紀初頭にかけて、アメリカ南部の

都市を中心に発展した音楽形式です。アフリカ系アメリカ人の音

楽形式と、西洋音楽の技術と理論が融合して生まれました。演

奏の中にブルー・ノート、シンコペーション、スウィング、バラード、

コール・アンド・レスポンス（掛け合い演奏）、インプロヴィゼーショ

ン（即興）などの要素が含まれることが特徴的です。その自由な

表現形式は黒人音楽家のみならず白人音楽家にも注目され、

技法や理論などが急速に発展しました。20世紀半ばには人種の

枠を越えた音楽のジャンルとして認識されました。

ジャズバンドはドラムス、ピアノ、ベース、ギター、サクソフォー

ンなどの管楽器の全て、あるいはその一部で編成されます。従

来のジャズバンドは生楽器による編成が基本とされていましたが、

後年電気/電子楽器の導入も稀ではなくなりました。

図 8は、2009．6．27 に鑑賞した「Grace Mahya SUMMER JAZZ LIVE」の楽器レイアウト

です。グレース・マーヤはピアノとボーカル担当です。

サクソフォーンギター

ドラムス

ピアノ

ウッドベース
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図 9 楽器のレイアウト

バンドフェスティバル（2010．6．26）

ジャズは、ビッグバンド（P15 参照）という大勢のバンドで演奏されることも多くあります。

（2） ロックバンド

ロックは、アメリ

カで1950年代に黒

人音楽と白人音楽

の融合により生ま

れたポピュラー音

楽のジャンルで、

ジャズ、R&Bと共に

世界中に広まった

アメリカ発の音楽

です。8 ビート、2 ビ

ートか、或いは 16

ビートで演奏される

音楽で、激しいビートサウンドが特徴です。今日でも様々な演奏様式を取り入れながら発展

し続けています。

演奏はボーカル、ギター、ベース、ドラムスを基本構成とし、この構成にプラスして、キー

ボード、ピアノなどの鍵盤楽器が加えられます。また、主に 1980 年代以降のロックにおいて

は、シンセサイザーやコンピュータサウンドを併奏させることもあります。

図 9 は標準的な楽器の編成ですが、一部の楽器を使わない場合も多くあります。ボーカ

ルは、楽器演奏者が兼ねることもあります。

ボーカル
リードギター

キーボード

ベースギター
サイドギター

ドラムス
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BIG MOUNTAIN OPRY （2012．5．20）

9． カントリー・ミュージックとブルーグラス

北米大陸へ移住してきた

アイルランド、スコットランド、

イングランドなどからの移民

が持ち込んだ音楽、特にケ

ルト音楽やヨーデル、ポル

カなどが、アパラチア山脈

一帯やアメリカ北東部から

南部にかけての山岳丘陵

地帯の農村などで様々な音

楽の影響を受け、アメリカ

民謡の基礎を形成します。

それが 19 世紀後半の鉄道

網の発達、蓄音機の発明、

20 世紀前半のラジオの普及

になどにともなって北米大陸

全土に広まり、その伝統民謡的な部分を保ち続け 1940 年代にビル・モンローなどにより確

立された民謡スタイルの音楽を「ブルーグラス」と呼び、逆に様々な音楽を取り入れ大衆音

楽化して、変化し続けているタイプの音楽を「カントリー・ミュージック」と呼びます。

演奏にはギター、リゾネーター・ギター、マンドリン、バンジョー、フィドル（ヴァイオリン）、

ウッドベース、アコーディオン、オートハープ、ハーモニカなどが用いられます。時にはジャ

ズバンド同様に金属製のバケツやたらい、洗濯板、のこぎりなどの生活用品や工具、農機

具なども使われます。

ギター マンドリン

ウッドベース

バンジョー フィドル（ヴァイオリン）

リゾネーター・ギター
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10． タンゴ

カンドンベ、ミロンガ、ハバネラなどの複数の音楽が混ざり合って、19 世紀半ばにブエノ

スアイレスのラ・プラタ川流域で生まれたとされています。日本では、タンゴがヨーロッパに

渡って変化したものを「コンチネンタル・タンゴ」と呼び、それに対して元来のものを「アルゼ

ンチン・タンゴ」と呼んで区別しています。

日本でのタンゴの普及は、昭和初期にアルゼンチンから一部移入がされたものの、その

後戦後にかけて移入したのは、ヨーロッパからのコンチネンタル・タンゴです。社交ダンスの

タンゴのための舞踊音楽でした。1980 年代後半、米国で成功した「タンゴ・アルヘンティーノ」

（アルゼンチン・タンゴ復興のきっかけとなったショー）公演が日本にも移入し、これ以降、ア

ルゼンチン・タンゴも普及するようになりました。

タンゴの代表曲はラ・クンパルシータ、碧空、リベルタンゴ、ジェラシーなどです。

（1） アルゼンチン・タンゴの演奏形態

バンドネオンが用いられることが特徴です。

（a） オルケスタティピカ（標準編成の楽団）

ヴァイオリン（3 人以上）、バンドネオン（3 人以上）、ピアノ 1、コントラバス 1

ハーモニカオートハープアコーディオン

門奈紀生とアストロリコ（出典：インターネット）

バンドネオン
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（b） キンテート（五重奏団）

ヴァイオリン、バンドネオン、ピアノ、コントラバス、ギター各 1

（2） コンチネンタル・タンゴの演奏形態

バンドネオンの代わりにアコーディオンが用いられることが多く、楽器編成も通常のポピ

ュラー音楽での管弦楽編成に近いものです。ムード音楽的演奏から、アルゼンチンスタイ

ルに近い演奏までさまざまです。

11． 和太鼓

和太鼓は打楽器のひとつで、日本の太鼓の総称です。木でできた胴に牛皮を張り、それ

を振動させて音を出すものです。使用する太鼓の胴の長さと打面の直径によって、音が微

妙に変わってきます。残音が非常に良く響き、余韻が残るのが特徴です。同じ太鼓でも太

鼓を叩く姿勢が色々あり、そのために太鼓の台座も色々あります。

小松真知子とタンゴクリスタル （2009．7．31）

海老名東柏太鼓 （2010．5．16）
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巻耳

（1） 太鼓の種類

両面を打つタイプと片面を打つタイプがあります。前者は長胴太鼓、桶胴太鼓などで、音

量が大きく低音がよく響くのが特徴です。和太鼓としてはこの種類が大多数を占めます。後

者は締太鼓、団扇（うちわ）太鼓などで、高音で響きが少ない太鼓です。

（a） 長胴太鼓

よく目にするのが長胴太鼓で、多くの太鼓集団がこれを演

奏します。胴は、一本の木をくりぬいたものが利用されます。

皮は胴に鋲を用いて留められます。留めた皮の端をそのまま

にした状態のものを「巻耳」といいます。

長胴太鼓の中でも、直径3尺（約 91cm）以上の太鼓を大太

鼓と呼びます。組太鼓（複数の太鼓の演奏）の中心として、ま

たはソロ演奏用として使われます。

（b） 桶胴太鼓

縦に割られた板を寄せて円形にして胴を作ったものです。比較的軽いのが特徴で、担ぎ

桶太鼓は演奏者が太鼓を担いで、動きながら演奏します。低音で音響の大きい太鼓です。

四角台座

斜め台座 高台座

秩父・三宅台座
巻耳長胴太鼓

相模原光明高等学校和太鼓部 （2009．12．25）
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（c） 締太鼓

紐やボルト・ナットなどで皮を張って

いるものです。締め付け具合によって、

音質の調節が可能です。甲高い音を

出します。リズムを取るためによく利用

されます。

（d） 団扇（うちわ）太鼓

円形の枠に 1枚の膜を張った太鼓です。

（2） 和太鼓演奏で使われるその他の楽器

太鼓の他に次のような楽器が演奏され、太鼓演奏を盛り上げます。

篠笛 チャンチキ チャッパ

拍子木 ほら貝 銅鑼

座り台座

折りたたみ台座

桶胴太鼓、

三柱台座 担ぎ桶太鼓
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澤田成音、澤田成珠

三味線、撥、調子笛

12． 津軽三味線

コンサートに行くようになって約 11 年経ち

ますが、今年初めて津軽三味線のコンサー

トに行きました。

津軽三味線は、津軽地方（現在の青森県

西部）で成立した三味線音楽です。本来は

津軽地方の民謡伴奏に用いられますが、現

代においては特に独奏を指して「津軽三味

線」と呼ぶ場合が多いです。撥を叩きつける

ように弾く打楽器的奏法と、テンポが速く音数

が多い楽曲に特徴があります。

三味線は、四角状の扁平な木製の胴の

両面に猫や犬の皮を張り、胴を貫通して伸

びる棹に張られた弦を、通常、銀杏形の撥

で弾き演奏する日本の楽器です。弦は太い

順から一の糸、二の糸、三の糸と呼び本来

絹糸を用いますが、奏法上非常に切れやす

いため、音色は劣るが、二の糸および三の

糸にはナイロンまたはテトロンを用いる場合

が多いです。津軽三味線を弾くのに用いる一

般的な撥は、プラスチック台（持ち手）で、先

が鼈甲（べっこう）のものです。三味線の調弦をするのに、以前は調子笛を使うことがごく一

般的でしたが、最近ではギター用のクリップチューナーが主流になってきています。

13． フォルクローレ（folclore）

フォルクローレ（folclore）は、英語の folklore がスペイン語化したものです。

LOS AWKIS （2009．12．25）
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言葉本来の意味としては、音楽のみならず民俗学、民俗的な伝承一般を指しますが、日

本ではラテンアメリカ諸国の民族音楽、あるいは民族音楽に基礎をおいた大衆音楽をフォ

ルクローレと呼びます。

ラテンアメリカ各地に、それぞれ独自性に富んだフォルクローレ音楽が存在しますが、共

通して言えることは、先住民系とスペイン系の音楽的特徴が混合され、地域によっては更

に黒人の音楽的特徴も加味されていることです。人気が高いのは、アンデス山脈周辺の

国々の音楽、アルゼンチンのパンパ（草原地帯）の音楽、そしてパラグアイの音楽です。代

表曲に花祭り（アルゼンチン）、コンドルは飛んで行く（ペルー）、コーヒールンバ（ベネズエラ）

などがあります。

演奏は、スペイン系の起源を保つ弦楽器（チャランゴ、マンドリンなど）と、先住民系の起

源をもつ管楽器（ケーナ、サンポーニャ、など）、両者に起源をもつ打楽器（ボンボなど）のア

ンサンブルによって行われます。

ケーナ

チャランゴとロンロコ

ボンボ

チャフチャス

サンポーニャ ロンダドール

マンドリン
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揚琴 揚琴 古筝

琵琶 琵琶 琵琶

笛 二胡 二胡 二胡 二胡 二胡 笛

揚琴 古筝 二胡

琵琶
独弦琴

（劉三姐の曲で使われます）

14． 中国の伝統楽器（女子十二楽坊）

女子十二楽坊は、中国の伝統

楽器を演奏する女性音楽グルー

プです。ポップス、クラシック、中

国民族音楽、また日本の音楽ま

で幅広く演奏します。音楽の特徴

は、中国伝統楽器の伝統性、芸

術性を押し出すよりも、フュージョ

ン音楽の道具として利用している

点です。代表曲は「奇跡」「自由」

「輝煌」「敦煌」などです。

メンバーは 12～14 人で、公演

によって変動します。全員が幼少

の頃から中国伝統楽器の英才教

育を受け、各種音楽コンクールの

上位入賞歴をもつトップレベルの

演奏家です。メンバーの選考基

準は、音楽性のみならず容姿も重視しているとのことです。

アーティスト名である「女子十二楽坊」の「十二」は、メンバーの人数を指しているわけで

はなく、中国で縁起のいい数字を使用したものです。中国の書の「紅楼夢」に登場する 12

人の美女（金陵十二釵）と、唐代の王宮にあった「教坊」から発案され、命名されました。

（2005．4．6、神奈川県民ホールで行なわれたコンサートを鑑賞しました。）

笛

（笛子、簫、葫芦絲などを、

曲によって使い分けます）
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15． その他

(1) 神奈川県警察音楽隊

神奈川県警察音楽隊は、県民と警

察を結ぶ「音のかけ橋」として 1950 年

発足しました。また、1974 年には全国

の警察に先駆けて、女性警察官によ

るカラーガードを編成しました。月１回

の「マリーンコンサート」、年 2回の「定

期演奏会」、年１回の「演奏とドリルの

祭典」を開催するほか、年間約 250 回

の演奏活動を通じて多くの県民とふ

れあいを深めています。

(2) 海上自衛隊横須賀音楽隊

海上自衛隊横須賀音楽隊は 1954

年に発足しました。主な任務は「士気

高揚のための音楽演奏」、「儀式にお

ける音楽演奏」、「広報のための音楽

演奏」で、自衛隊と国民の懸け橋とな

り、国民に愛される「スマートで爽やか

な音楽隊」をモットーに、演奏活動を

行っています。

(3) 在日米軍軍楽隊

在日米陸軍軍楽隊は神奈川県キャンプ座間に駐留し、毎年武道館で行われる自衛隊音

楽まつりを始め、さっぽろ雪まつり、下田黒船祭、箱根大名行列、神戸まつりなど、日本各

地の行事にて日米親善のための演奏活動を行っています。2013年から、座間市の「ハーモ

ニーホール座間」でコンサートを開催するようになりました。

約 40 名の隊員が、コンサートバンド、マーチングバンドを構成します。さらにロックバンド、

ジャズコンボ、ブラスバンド、ラテンバンド、金管五重奏、木管五重奏など、多岐にわたる編

成での演奏を行っています。

2013.12.11（ハーモニーホール座間） トリオ・ヴォーカル

出典：インターネット

出典：インターネット
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(4) 海老名おわら四季の会

越中おわら節は、富山県富山市八尾地域で歌い継がれている民謡です。毎年多くの観

光客が訪れる「おわら風の盆」では、この越中おわら節の旋律にのせて踊り手が踊りを披

露します。

越中おわら節は、地方（じかた）と呼ばれる演奏集団と踊り手から構成されます。地方は、

三味線、胡弓、太鼓、歌い手、お囃子からなります。それに、男女の踊り手が加わります。

「海老名おわら四季の会」は、海老名市で越中おわら節を練習しているサークルです。海

老名市文化会館で年 2、3 回発表会を行っています。

(5) THE SUPREMES（ザ・シュープリームス）

ザ・シュープリームスを知ったのは、

「ダイアナ・ロス&ザ・シュープリームス」の

時です。ダイアナ・ロスは途中で脱退し、

その後は 3 人グループのザ・シュープリ

ームスとして活躍しました。そのザ・シュ

ープリームスが、2016 年 3 月 19 日ハー

モニーホール座間でコンサートを行った

ので鑑賞しました。

ヒット曲の「恋はあせらず」、「STOP！

IN THE NAME OF LOVE」、「ベビー・ラブ」、「You Can't Hurry Love」など、懐かしく、楽しく聴

きました。若い頃に比べ体型は変わりましたが、声質、迫力は昔のままでした。（CD で聴く

歌声、そのものでした。）

地方（歌い手、お囃子） 地方（三味線、胡弓、太鼓）

八尾の四季（越中おわら節舞台踊り） 千手観音（四季の会の「創作おわら」）
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