
 

 

 AV資料の分類表 

分類(Ａ～Ｚ)の決定方法 

（1） ＣＤジャケット・帯等に記載されている、メーカーが示した分類表示を優先する。 

（2） メーカー分類が不明のものは、①曲目の多いほう ②時間の長いほう ③内容 により判別する。 

【クラシック （Ａ～Ｇ）】  

記号  種   類 備        考 

Ａ 交響曲 

◆交響曲 

 

Ｂ 管弦楽曲 

◆管弦楽曲 

◇間奏曲   ◇奇想曲   ◇狂詩曲  

◇組曲      ◇劇音楽  ◇弦楽合奏曲 

◇幻想曲  ◇交響詩    ◇行進曲 

◇序曲      ◇吹奏楽曲 ◇セレナード 

◇前奏曲  ◇舞曲   ◇バラード 

◇ﾃﾞｨｳﾞｪﾙﾃｨﾒﾝﾄ(喜遊曲)  ◇変奏曲 

ブラスバンドを含む 

Ｃ 協奏曲 

◆協奏曲－各楽器（ｳﾞｧｲｵﾘﾝ･ｳﾞｨｵﾗ･ｵｰﾎﾞｴ等） 

◇二重協奏曲 

◇三重協奏曲 

◇合奏協奏曲 

◆協奏曲（上記以外） 

 

Ｄ 独奏曲 

◆ 独奏曲－各楽器(器楽曲･ﾋﾟｱﾉｿﾅﾀを含む。） 

 

Ｅ 室内楽曲 

◆室内楽曲 

◇ソナタ－各楽器（ピアノソナタを除く。） 

◇二重奏曲   ◇三重奏曲   ◇四重奏曲 

◇五重奏曲   ◇六重奏曲   ◇七重奏曲 

◇八重奏曲 

 

例 ギター二重奏曲 

例 琵琶・尺八・筝・十七弦三重奏 

例 琵琶・尺八・筝・十七弦 

弦楽四重奏 

 

Ｆ 声楽曲・歌劇・音楽史 

◆声楽曲 

◇独唱曲  ◇重唱曲  ◇合奏曲 

◆宗教曲 

◇ オラトリオ  ◇マニフィカート 

◇ カンタータ  ◇ミサ曲 

◇ 受難曲    ◇モテット 

 



 

◇ 聖歌     ◇レクイエム 

◇ テ・デウム 

◆ 歌劇（喜歌劇・オペレッタ・悲劇を含む。） 

◇ 歌劇－アリア 

◆音楽史 

Ｇ クラシックオムニバス 

◆オムニバス 

 

 

【ポピュラー Ｈ～Ｑ】 

   

Ｈ 

映画音楽・イージーリスニング 

◆ 映画音楽    ◆イージーリスニング 

◆ ミュージカル  ◆ダンス音楽 

◆ ストレス解消  ◆瞑想曲 

◆ テレビ音楽（ＣＭソング集を除く｡） 

深夜アニメを含む 

Ｉ ラテン・タンゴ・フラメンコ 

◆ タンゴ     ◆フォルクローレ 

◆ ボサノヴァ   ◆ラテン 

◆ フラメンコ 

 

Ｊ シャンソン・カンツォ－ネ 

◆ シャンソン  ◆カンツｵ－ネ 

◆ ファード 

 

Ｋ フォーク・カントリー＆ウエスタン 

◆ フォーク 

◆ カントリー＆ウエスタン 

 

Ｌ ロック 

◆ ロック ◆ポップス 

 

Ｍ ジャズ 

◆ ジャズ（日本のジャズを含む。） 

◆ ジャズ・ヴォーカル 

◆ フュージョン 

 

Ｎ ソウル・デｲスコ・ブルース・レゲエ 

◆ ソウル     ◆ブルース 

◆ レゲエ     ◆ゴスペル 

◆ ディスコ    ◆ラップ 

◆ ヒップポップ  ◆ブラックミュージック 

 

Ｏ ヴォーカル 

◆ヴォーカル 

 



 

Ｐ 日本のポピュラー（Ｈ・Ｍを除く。） 

◆ 歌謡曲      ◆ロック 

◆ カラオケ     ◆ヴォーカル 

◆ タンゴ      ◆演歌 

◆ フォルクローレ  ◆ポップス 

◆ ボサノヴァ    ◆ブラックミュージック 

◆ ラテン      ◆ソウル 

◆ フラメンコ    ◆ブルース 

◆ シャンソン    ◆レゲエ 

◆ カンツォーネ   ◆ゴスペル 

◆ ファド      ◆ディスコ 

◆ ラップ      ◆ヒップホップ 

◆ カントリー＆ウエスタン  ◆フォーク 

 

日本を中心に活動する演奏者及び

歌手（日本人以外も含む）により、日

本語を中心に歌われるポップス、フォ

ーク、ロック、R&B（ﾘｽﾞﾑ＆ﾌﾞﾙｰｽ）、

歌謡曲等 

Ｑ 現代音楽・電子音楽 

◆現代音楽（分類Ａ～Ｆに該当しない前衛的音楽） 

◆電子音楽 

 

 

【その他 Ｒ～Ｚ】 

Ｒ 民族音楽・外国民謡 

◆ 民族音楽－国名  ◆ハワイアン 

◆ ヨーデル     ◆外国民謡－国名 

 

Ｓ 邦楽・日本民謡 

◆ 邦楽    ◆日本民謡 

◆ 詩吟    ◆浪曲 

 

Ｔ 校歌・団体歌・軍歌・国歌 

◆ 校歌   ◆寮歌   ◆応援歌 

◆ 団体歌  ◆軍歌   ◆国歌 

 

Ｕ 体育 

◆ 体操   ◆フォークダンス 

◆ 行進曲（運動会用）  ◆レクリエーション 

 

Ｖ 演芸 

◆ 演芸   ◆講談   ◆漫才 

◆ 落語   ◆演劇   ◆歌舞伎 

 

Ｗ 語学－（英語・中国語・フランス語等） 

◆語学－（英語・中国語・フランス語等） 

 

Ｘ 文芸 

◆ 文芸   ◆講演   ◆朗読 

◆ オーディオドラマ 

 

Ｙ 児童音楽・唱歌 

◆ 児童音楽  ◆唱歌 

胎教に関するもの 

Ｚ 記録・効果音・その他 

◆ 記録   ◆効果音   ◆その他 

 



 

 

役割コード表 

役            割 略  語 

作曲（Ｃｏｍｐｏｓｅｒ） ＣＯＭＰ 

作詞（Ｗｏｒｄｓ） ＷＯＲＤ 

詞・曲（Words&Music）   複数の人の共同の役割 Ｗ＆Ｍ 

台本（Ｌｉｂｒｅｔｔｏ） ＬＩＢ 

構成・製作（Ｐｒｏｄｕｃｅｒ） ＰＲＤ 

演奏・演唱・演技（Ｐｌａｙ）※落語も含む ＰＬＡＹ 

指揮（Ｃｏｎｄｕｃｔｏｒ） Ｃ 

朗読（Ｒｅａｄｉｎｇ） ＲＥＡＤ 

ナレーション（Ｎａｒｒａｔｉｏｎ） ＮＡＲ 

語り（昔ばなし、おはなし等） ＮＡＲ 

編曲（Ａｒｒａｎｇｅｍｅｎｔ） ＡＲＲ 

ヴォーカル（Ｖｏｃａｌ） Ｖ 

ソプラノ（Ｓｏｐｒａｎｏ） Ｓ 

メゾ・ソプラノ（Ｍｅｚｚｏ－Ｓｏｐｒａｎｏ） ＭＳ 

アルト（Ａｌｔｏ） Ａ 

テノール（Ｔｅｎｏｒ） Ｔ 

バリトン（Ｂａｒｉｔｏｎｅ） ＢＲ 

バス（Ｂａｓｓ） ＢＳ 

コントラルト（Ｃｏｎｔｒａｌｔｏ） ＣＡ 

カウンター・テナー（Ｃｏｕｎｔｅｒ－Ｔｅｎｏｒ） ＣＴ 

バス・バリトン（Ｂａｓｓ－Ｂａｒｉｔｏｎｅ） ＢＢＲ 

管楽器（Ｗｉｎｄ ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ） ＷＩＮＤ 

ピッコロ（Ｐｉｃｃｏｌｏ） ＰＩＣ 

フルート（Ｆｌｕｔｅ） ＦＬ 

オーボエ（Ｏｂｏｅ） ＯＢ 

イングリッシュホルン（Ｅｎｇｌｉｓｈ ｈｏｒｎ） ＥＨＲ 

クラリネット（Ｃｌａｒｉｎｅｔ） ＣＬ 

バスクラリネット（Ｂａｓｓ ｃｌａｒｉｎｅｔ） ＢＣＬ 

サクソフォン（Ｓａｘｏｐｈｏｎｅ） ＳＡＸ 

ファゴット（Ｆａｇｏｔｔｏ）（Ｂａｓｓｏｏｎ） ＦＧＴ 

コントラファゴット（Contrafagotto）(Double bassoon) ＣＦＧ 

バセットホルン（Ｂａｓｓｅｔ ｈｏｒｎ） ＢＡＳＥＴ 

ホルン（Ｈｏｒｎ） ＨＲ 

トランペット（Ｔｒｕｍｐｅｔ） ＴＲＰ 

コルネット（Ｃｏｒｎｅｔ） ＣＲ 

トロンボーン（Ｔｒｏｍｂｏｎｅ） ＴＲＢ 



 

 

ユーフォニウム (Ｅｕｐｈｏｎｉｕｍ) ＥＵＰＨ 

テﾕーバ（Ｔｕｂａ） ＴＵＢＡ 

オカリナ（Ｏｃａｒｉｎａ） ＯＣＡ 

リコーダー（Ｒｅｃｏｒｄｅｒ）（※独名 Blockflote） ＢＬＦＬ 

パンフルート（Ｐａｎ ｆｌｕｔｅ） ＰＡＮ 

ハーモニカ（Ｈａｒｍｏｎｉｃａ） ＨＣＡ 

打楽器（Ｐｅｒｃｕｓｓｉｏｎ） ＰＥＲＣ 

ティンパニ（Ｔｉｍｐａｎｉ） ＴＩＭＰ 

ﾄﾞラムス（Ｄｒｕｍｓ） ＤＲＵＭ 

シロフォン（Ｘｙｌｏｐｈｏｎｅ） ＸＹＬ 

ヴィブラフォーン（Ｖｉｂｒａｐｈｏｎｅ） ＶＩＢ 

マリンバ（Ｍａｒｉｍｂａ） ＭＲＢＡ 

チンバロン（Ｃｉｍｂａｌｏｎ） ＣＩＭＢ 

鍵盤楽器（Ｋｅｙｂｏａｒｄ ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ） ＫＢＤ 

ピアノ（Ｐｉａｎｏｆｏｒｔｅ） ＰＦ 

ハープシコード（Ｈａｒｐｓｉｃｈｏｒｄ）（独名 Cembalo･ﾁｪﾝﾊﾞﾛ） ＨＰＳＣ 

チェレスタ（Ｃｅｌｅｓｔａ） ＣＥＬ 

リードオルガン（Ｒｅｅｄ ｏｒｇａｎ） ＲＯＲＧ 

パイプオルガン（Ｐｉｐｅ ｏｒｇａｎ） ＯＲＧ 

ハモンドオルガン（Ｈａｍｍｏｎｄ ｏｒｇａｎ） ＨＡＭＯ 

電子オルガン（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ ｏｒｇａｎ） ＥＯＲＧ 

キーボード－電子（Ｋｅｙｂｏａｒｄ） ＥＫＥＹ 

シンセサイザー（Ｓｙｎｔｈｅｓｉｚｅｒ） ＳＹＮ 

電子楽器（Electoronic instruments） ＥＬＣ 

アコーデオン（Ａｃｃｏｒｄｅｏｎ） ＡＣＯ 

バンドネオン（Ｂａｎｄｏｎｅｏｎ） ＮＥＯＮ 

弦楽器（Ｓｔｒｉｎｇｓ）   （エレキベースを含む） ＳＴＲ 

擦弦楽器（サツゲンガッキ 弦を弓等でこすって音を出す楽器）  

バイオリン（Ｖｉｏｌｉｎ） ＶＬＮ 

ビオラ（Ｖｉｏｌａ） ＶＬＡ 

チエロ（Ｖｉｏｉｎｃｅｌｌｏ） ＶＬＣ 

コントラバス（Ｄｏｕｂｅ ｂａｓｓ） ＣＢ 

ヴィオール属（Ｖｉｏｌｅ） ＶＩＯＬＥ 

ヴィオラ・ダ・ガンバ（Viola da gamba） ＧＡＭＢＡ 

胡弓（日本古来の楽器 三弦胡弓、三弦胡弓、玲琴 を含む） ＫＯＫＹＵ 

胡琴（中国・モンゴル等の楽器 二胡、高胡、四胡、京胡、提琴、 

馬頭琴 を含む） 

ＫＯＫＩＮ 

撥弦楽器（ハツゲンガッキ 弦を指・バチ等で弾いて音を出す楽器）  

ハープ（Ｈａｒｐ）(スペイン名 arpa・アルパ) ＨＰ 

リュート（Ｌｕｔｅ） ＬＵＴＥ 

ギター（Ｇｕｉｔａｒ） ＧＴ 



 

 

マンドリン（Ｍａｎｄｏｌｉｎ） ＭＡＮＤ 

チター（Ｚｉｔｈｅｒ） ＺＩＴ 

シタール（Ｓｉｔａｒ） ＳＩＴＡ 

ヴィーナ（Ｖｉｎａ） ＶＩＮＡ 

 ウクレレ（ｕｋｕｌｅｌｅ） ＵＫＵＬ 

邦楽演奏 ＪＰＮ 

笛 ＦＵＥ 

尺八 ＳＨＡＫ 

三味線 ＳＡＭＩ 

筝・琴 ＫＯＴＯ 

琵琶 ＢＩＷＡ 

太鼓 ＴＡＩＫＯ 

鼓 ＴＵＺＭＩ 

  

団体につけられる役割表示 （２名以上の場合は団体とみなす）  

演奏団体（邦楽・洋楽とも） ＭＵＳＩＣ 

オーケストラ（管弦楽団・交響楽団） ＯＲＣＨ 

アンサンブル（管・弦等の楽器を使用した少人数の演奏形態） ＥＮＳ 

弦楽合奏（ヴァイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスの弦楽器を使用した演奏形態） ＳＴＲＴ 

吹奏楽団  (ﾌﾞﾗｽﾊﾞﾝﾄﾞ･ｳｲﾝﾄﾞｵｰｹｽﾄﾗ) ※ｳｲﾝﾄﾞとは風→吹く楽器(管楽器)の意味 ＢＲＡＳ 

室内楽団 ＣＨＡＭ 

ジャズ楽団 ＪＡＺＺ 

コンボ（少人数のジャズ楽団） ＣＯＭＢ 

コーラス・グループ ＣＨＯＲ 

ヴォーカル・グループ ＶＯＣ 

ポップス・グループ ＰＧ 

 

 


