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物性研究55-2(1990-ll)

特別寄稿
楽器の非線形振動

*

-一木管楽器について1-

筑波大 物工 井戸川 徹

(1990年9月14日受理)

1.はじめに

オーケス トラにはさまざまな楽器が用いられる｡バイオ リンその他の弦楽器､ トロンボーン

等の金管楽器､フルー トやオーポェのような木管楽器､多 くの打楽器､等､と多彩である｡ ピ

アノや-ープがこれに加わることもある. これらの楽器は物理学とは殆ど如綾な経験の積み重

ねによって出来上がっ七来た｡

ところでバイオリンは何故あのような形を持つのか､その一つ一つの部分は楽器全体に対 し

てどのような役割を持つ′のか､弦にしても胴にしてもそれに用いるより適切な材料はないのか｡

演奏により適 した構造のバイオリンは作れないのか｡他の楽器についても同様にいろいろと考

えた くなる｡物理学を駆使 したらもっとすぼらしい楽器を作れないのか｡プロの演奏家による

音楽を聴 くのもよいが､合奏メンバーの一員として音楽に参加するとき､素人は素人なりに､

音楽の最高の楽 しみを味わうらしい｡楽器の研究には人間の感覚や熟練を無視することはでき

ない｡前世紀頃から現在に至るまで､多くの物理学者が楽器の研究に挑んできたが､多 くの未

解決の問題が残されている.音楽や楽器の中に新 しい物理学が潜んでいるかも知れない｡

全 く偶然の機会から､筆者は楽器の研究を始めたが､現在の研究対象は､クラリネット､オ

ーボェ､バスーン､サヰソフォン等の リー ドを持つ木管楽器である｡これらの楽器の発音機構

は物理学的に見てほぼ同 じである｡本報告は､これらの楽器の共鳴気柱の性質や楽器全体の振

舞の理解を目的として､多 くの学生諸君と共に行 ってきた､そ して現在 も進行中の､実験や測

定について述べる｡細部に立ち入ることなく､筋道をお伝えしたい｡

2節では､木管楽器の構造 と発草 機構について､おおよそを述べる｡ 特に リー ドの振舞や､

リー ドと共鳴気柱がどのように結合 し作用 し合うかの概略を述べる｡ 3節は､木管楽器の管体

の中の共鳴気柱について記す｡まず共鳴気柱の音響学的性質の記述法を紹介 し､つぎに異体的

な共鳴気柱の性質を計算あるいは測定 した結果の例を示す｡4節には､クラリネットの発振を

記述する gchumacherの微分方程式を紹介 し､その解を数値計算 した結果を､実験結果と比較

*本稿は編集部の方か ら特にお願い して執筆 していただいた解説記事である｡
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楽器の非線形振動一木管楽器について-

し易い形の図として示す｡ 5節は木管楽器を人工吹鳴 した実験結果を示すo木管楽器の振舞は､

吹鳴条件によって極めて複雑に変化 し､典型的な非線形振動の例と思われる｡

この報告を通 じて使用する記号を以下にまとめて定義 し､また図 1の中に記 しておく｡ この

図は木管楽器が吹奏されている状態を示 している｡

P (t)-吹奏者の口の中の空

気圧力 くその平均値

をPoとする)､

p (t)-マウスピースあるい

はダブルリー ド内の

圧力 (音圧)､

∫ (t)-口の中からリー ドを

通 して気柱に流れ込

む空気の体積流量､

y (t)-静止状態からの リー

ドの変位 (リー ドが 図 1 吹奏される木管楽器のマウスピース部分

開 く方向を正にとる)､

ち(t)-リー ドとマウスピースの間の隙間､あるいはダブル リー ドの開Po

2.木管楽器の構造と振界いの概要

木管楽器は､共鳴気柱を形成する管体と､それに空気流を供給するための リー ドから成る｡

木管楽器の基本的な構造を図 21に示 した｡

管楽器の管体の中にある共鳴気柱は､基本的には円筒あるい_は円錐形に限らn2､管体の端の

部分ではベルによって滑 らかに拡がって大気に接 している｡ 例えばクラリネットの気柱は､基

本的には円筒形であり､管端の部分では滑 らかに大きく拡がっている｡オーボエ､バスーンお

よびサキソフォンにおいては､気柱は円錐形であり､管端の部分では僅かに拡がっている｡

リ.⊥ ドは､葦の茎を薄 く削った振動片であるが､プラスチック態のものもある.クラリネッ

トやサキソフ ォンではシγグル リー ドすなわち1枚の振動片の リー ドが用いられる｡このシン

グルリー ドは､図 1に示す ように､ligatureと呼はれる金属のバンドでマケスピースに取 り付

けられるが､静止時には リー ドとマウスピー､チの､甲に嘩圃 弓 を残 しているo

オーボェやパスーンにはダブルリー ドが用いられる.図一3に示 したのはバスーン用のダブル

リー ドの一例である｡ダブル リー ドは2枚の振動片から成 り､正面から見ると2つの円弧が向
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き合っているように見える｡ダブル リー ドは木管楽器の管体に畢 し込み､それを口にくわえて

吹奏する｡

満足すべきよい吹奏音は､熟練●の結果､よいアンプシュアとタンギングから生まれる｡ アン

プシュアとは､唇が リー ドをくわえる深さや唇とリー ド間の圧力の調節を言 う｡ またタンギン

グとは音を発生させる瞬間に舌を使 う演奏技法を言 う｡楽器が発生する音の基本周波数は､基

本的には気柱の長さすなわち管体の長さあるいは音孔の開閉状態さらにはアンプシュアと吹鳴

圧力Poによって定まるo シングル リー ド楽器でもダブル リー ド楽器でも事情は同 じであるO

楽器が演奏され発音状態にあれば､気柱は振動 し､ p は周期的に変化 している｡このとき

f は､億 圧 p-p および 弓 によって定まるo P を一定 と考えたときの p と f の関係

を図43に示すo p が Poよりもかなり低いときには､ リー ドはマウスピースに密着 し､

-o であるから､ f-0 である｡ p が次第に増加すると､ リー ドの弾性復元力により､

さ
1.と
nlヽ
.

>o となり､ f>0 となるo p の増加とともに､ 弓 も増加 L f も増加するo さらに p

が増 して Poに近ず くと､㌔- p が減少するので､ f は減少するo p が減少するときにはこ

の逆の経過をたどるo p>P｡になるとすると､ f<0 となる可能性 もあるo

木管楽器は､ リー ドと共鳴気柱が結合 した自励発振系である｡この系はおおよそ図5のよう

に考えることができる｡ 振動のエネルギーは口から気柱に流れ込む空気流によって供給 され､

エネルギーの一部が管端あるいは開いた音孔から音として楽器の外へ放出される｡ 発振状態に

おける､P､p､ f および 弓 の間の関係をまとめると以下のようになるo

図2 木管楽器の基本的構成
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(I) f は 弓 と圧力差 p-p によって定まる'o f と p~の関係は､おおよそ図4のよう

になっている｡ (2) f が増加すると､ リー ドのす ぐ下流､すなわち気柱入口における.p

が増加 し､この圧力波は気柱の中を管尻に向かって進み､管体に開けられた音孔や管端で反射

し､再びリー ドに戻 って くる｡ (3)P が一定のとき､ リー ドの内面にかかる p が高 くな

ると 弓 は大となり､p が低 くなると 弓 は減少するo (4) 守 と p は同 じ周期で周期

的に変化 し､その基本周波数は楽器が発生する音のそれに等 しい｡ (5) p が高い状態で空

気流が供給されるから振動は持続する｡

管体気柱の形状は入力 f によってどのような出力 p が発生するかを定める｡ 気柱の性

質は線形系として扱われ､音響インピーダンスによって表 される｡ 同 じ楽器でも気柱形状の設

計の詳細は各 メーカーによって異なり､また同 じメーカーの同 じ形式の楽器ですらも出来上 り

は微妙に異なる｡管体は木製あるいは金属製であり､その材質が楽器の音色に大きく影響する

ことは経験的によく知 られた事実である｡ しかし何故どのように材質が音色に影響するかは殆

図4 空気の体積流量 f とマウスピース内音圧 p の関係

三…=I--i--I--I-I ---i-I;I-:-i;-f =t -i-='--I …I,==-=-｡-

図 5 自励振動系としての木管楽器
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ど知 られていない｡演奏者が楽器を購入するときには､通常幾本かの楽器を試奏 して好みに合

った楽器を選び出す. リー ドの音響学的性質は､入力 p と出力 f の非線形な関係によって

表される｡ 個々の リー ドの性質一は異なっているので､演奏者は リー ドを選びまたそれを削 って

自分に合ったように仕上げる｡ダブル リー ドとシングル リー ドではその性質は異なる｡ またシ

ングル リ- ドの場合､ リー ドが当たるマウスピースの面 (図 1においては 1ayとき己してある)

が､どのようなカープに仕上げられているかも重要である｡ このカープについては､楽器 メー

カーは2-3､種類を用意 してあり､演奏者は自分の好みに合ったものを選ぶo各種の リー ド木

管楽器は､ リー ド､管体気柱形状およびその組合せに差があるので､そnぞれに異なる特徴を

持つことは言 うまでもない｡演奏者の好みはさておいて も､個々の木管楽器の性質を正確に表

現 し､あるいは最長の楽器を設計す ることは､それ程容易ではなさそうである｡

3.共鳴気柱の性質

木管楽器の管体気柱の音響学的性質は､それを リー ドの側か らみたときの､音響インピーダ

ンス Z (め)､あるいはインパルス応答 g (t) によって表現できる｡両者は互いに他の

Fourier変換の関係にある｡ さらに､後に導入する反射関数 r(t) は g (t) よりも速

やかに零になるから､例えば後に示すクラリネットの振動波形の計算等に便利である｡

3. 1 円柱気柱

もっとも簡単な-様な円柱気柱を一端から見たときの音響学的性質の説明から始める｡ 図6

に示すように､硬い面を持つ ピス トンを点線の状態から急激に右に押 し､長さ L の円筒管内

にインパルス状の体積流量 f (t) - S (t) を加える. このときこの円筒管の左端での

圧力変化 p (t) は図､6に示すよう定なる. まず f (t) - S (t) によりインパルス状

の圧力が発生 し､これは音速 C で右方向に伝わり､右端 (開端)で正負反転 して反射 して再

び左端に帰 って来るが､管内を伝搬するときおよび管の右端で周波数に依存するエネルギー損

失を伴 うので､ 2L/C 時間後の p (t) 波は幅が拡がりまた背が低 くなっている｡ この

波は硬いピス トンの面でその事ま反射 し､向きを変えて右端に向かうo その後は同様なプロセ

スを無限に繰 り返す｡こ甲場合の p (t) は■ィンパルス応答 g (t)･に他ならない.

g (t)の Fourier変換をこの円柱気柱を人力端 (左端)から見た音響インピーダ ンスと呼び､

-158-
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楽器の非線形振動一木管楽器について-

で表す｡音響インピーダンスはまた

Z (Lカ)- F fp (t)I ･/ F I∫ (t)) (2)

として与えられる｡ 円柱気柱の断面積を S として､体積流量 f の代わりに流れの速さ

V- f/Sを用いて

Z (山)- F (p(t)) / F IV(t)i

を定義するとき､これを比音響インピーダンスと呼ぶ｡

(3)

図6 円柱気柱のインパルス応答

ところで､円柱気柱についての音響学的情報は図6に示 した t - 2L/C 付近に現れる

反射波にすべて含まれていて､それ以降の反射波は串にそれまでの繰 り返 しに過ぎないから何

の役にもたたない｡反射関数 r (t)

は､図7に示すように､この無駄を省

いて くれる｡ r (t) を見ると t-

0 にインパルスが現れていない｡ま

た反射波の谷の深さは､ g (t)の第

1回日の反射波に比較 して､半分にな

っている｡反射関数を得るには

●●●-
■l---

図7 円柱気柱の反射関数
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r (t)- F-1くくZ (A))-Zo) / .(Z (山 )+zo)) (4)

を計算すればよいことが知 られ- る叫O ここに zo(- Pc)は特性インピーダンスと呼ばれ､

P は空気の密度であるo具体的に考えると r (t) は･長 さ L の円筒管の左側に無限に長

い-様な円筒を接続 した状態での､ X-0 における p (t) (t>0) を与えると考え

られる｡ このとき管の右端からの第 1回目の反射波は X-0 で反射することなく左に向かっ

て進み2度と帰 って くることはない｡

音響系を扱 うときには電気回路のアナロジーが用いられることが多い｡上記では､インパル

ス応答から音響インピーダンスを導出 したが､通常は､円筒気柱の左端か ら見た音響インピー

ダンスを求め､その逆 _Fourier変換としてインパルス応答を定義する｡ しか しインパルス応答

や反射関数が直感的に理解 しやすいのに比較 して､音響インピーダンス特にその位相曲線を読

みこなすのは至難に近い｡円柱気柱は図8 (a)に示すような-様な伝送線路 として考える｡

音圧を電圧に､空気の体積速度を電流に対応 させると､円柱気柱と線路のインピーダンスは同

じ形の微分方程式か ら出発 して計算できる｡ 円筒気柱や円錐気柱のみならず､管楽器の共鳴気

柱のインピーダンスの計算法は､Plitnikら5'ならびにCaussgらもの 論文 に 詳 しく述べられてい

る｡ 線路の入力インピーダンスを計算するとき､線路の負荷インピーダンスが必要になる｡線

路の負荷インピーダンスは､音響系では､放射インピーダンスと呼ばれるものに対応する. そ

の実数部は円筒管の右端から放射 されて失われる音響エネルギーを表 し､虚数部は開口端補正

を表す｡放射インピーダンスの計算法は Levinらワの論文に記されている｡

endCorrect;on

Zr:radiationimpedance

__lendcorrection

l
ll

図8 電気回路 アナロジー｡ (a) 円柱気柱｡ (b) 音孔を持つ円柱気柱｡
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円筒管に昔孔のある場合には､-,図8 (b)に示すネうに音孔のある位置に分岐線路を並列に

接続 し､その端に放射インピーダンスを接続 し､全体のインピーダンスを計算すればよい.

3. 2 共鳴気柱の応答の計算および測定例

(1)円錐気柱

円錐気柱や径が変化する気柱は､図9 (a)に示すように､径の異なる短い円筒気柱を次々

に接続 して近似する｡ また例えばクラリネットの管端にあるベルの部分の気柱 もこのようにし

て近似できる. 図9はこある円錐気柱のインパルス応答 g (t) の測定および計算結果であ

るSo測定法は文hX9.に詳細に述べてあるOこの円錐気柱は､実はバスーンの共鳴気柱を摸 して

作 ったもので､長さ2520mm,入口で4mm､出口で40mmの直径を持つ｡バス-ンの

リー ドを用いてこれを吹奏すると基本周波数が58-59Hzの音を発生する｡図9 (b)は､

入力音響インピーダンスの測定結果を逆 Fourier変換 して得たインパルス応答である｡図9(

C)はその t-0-17.5 ms の部分を拡大 したものである｡ 図9(d)は人力音響イン

ピーダンスの計算結果を逆 Fourier変換 して得たインパルス応答の t-0-17.5 msの

区間を示 している｡計算および測定結果は極めてよい一致を示 しているから､共鳴気柱の応答

を知 りたいときには､計算あるいは測定何れか便利な方法によればよいことが知 られる｡

図 9に示 した円錐気柱のインパルス応答 g (t) において､ t-0 付近の鋭いピークは

体積流量の入力インパルスに伴 う音圧であり､ t- 15 m s 付近の谷は円錐管の端からの反

射波である. これらの特徴i串円柱気柱の g (t) にも見 られるが､次の2点で円柱気柱の場

合とは大きく異なる｡ (1)初期インパルスのすぐ後に谷があり徐々に回復する｡ (2) t-

15 m s 付近の鋭い負圧のす ぐ後には再び正圧が現れ､ゆるやかに減衰する｡これらの差が

生ずる原因は定性的には以下のように考えることができる｡ すなわち円錐気柱においては､円

柱気柱と異なり､気柱の径が人口からの距離に比例 して増加する｡ そのために円錐気柱内を伝

搬する圧力波は､出口へ向かうときにも人口へ向かうときにも､常に進行方向とは逆向きの反

射波を発生させる｡例えば正の圧力波が入口 (小さい径)から出口 (大きい径)に向かって進

むときには､常に到るところで人口方向に向か う負の反射圧力波が発生する｡ この圧力波が入

口方向に進むとき､気柱の径が減少するので､出口方向に向かう負の圧力反射波が到るところ

で常に発生する｡このように無数の反射波が重なった結果､円錐気柱入口の圧力 p (t) は

図 9に示すように変化することになる｡

円錐気柱の反射関数 r (t) を計算 して見ると､ t-01 17.5 ms の範囲では g
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(t) と大差はないが､それ以降の減衰が g (t) に比較 して著 しく速いo g (t) で

は､図9bに示すように9回目の反射波までが認められるが､ r (t) においては､3-4

回目以降の反射波は減衰 して殆ど紐められない. r (t) においては､人口での波の反射の

影響が少なくなるためである.-(4)式によって円錐気柱の r(t) を計算するとき､円錐

気柱入口には､入口径と等 しい径の無限に長い円柱気柱を接続することになる｡ この場合には

図7に示した円柱気柱の場合と事情は異なり､人口に不連続な径の変化が存在する｡ したがっ

て円錐気柱入口に向かって進んだ波の入口での反射を完全には取り除き得ないと思われるo

(a)円錐気柱の円柱気柱による近似

山
1V
US

∝̂
Jd
ヒ
山
∝
V 1.0.00 2520mm

0 50 1(氾 150(ms)2a)

(b)測定値

0 5 10 (ms)15

(C)測定値の一部

山

18S
^

dV∝ト
Eg∝V

0 5 10 (ms) 15

(d)計算値の一部

図9 円錐気柱のインパルス応答

(2)バスーンのインパルス応答

図 10には､ 19等0年代に製作された Heckel社のバスーンのインパルス応答を測軍 した

結果を示 してあ㌔,q.なお音孔はすべて閉 じてある_ので正 しく吹奏すれば基本周波数がB?
(58.3 Hz)の音を発生する｡ 基本的には図9に示 した円錐気柱のインパルス応答と似て

いるが､ t- 0- 15 ms の間に多数の凹凸が見られる｡バスーンの管体内部には多くの音

孔や僅かな段差があるからである｡ またバス-ンでは､痛角が僅かに異なる円錐気柱を接続 し
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て共鳴気柱を作 っているとも聞いている｡インパルス応答に沿って引いた直線の下側には 1-

29の数字があるが､これは音孔の番号 と位置を示 している｡ 音孔の位置は､直線の上側に示

した数字により､共鳴気柱の入口か らどれ程の距離にあるかで示される｡音孔 23,24,2

5はバスーンに特徴的な深い音孔である. この辺に大きい振幅が見られる.他社製のバスーン

ではこの辺に3つの鋭いピークが見 られるものもある｡ しかし音孔とインパルス応答の谷の位

置は正確には必ず しも一致 しない｡

多数の音孔によって､共鳴気柱の中を伝わる波は極めて複雑な動きをする｡ 体積流量のイン

パルスによって発生 した正の音圧インパルスは t-0 に現れ､右 (気柱出口)方向に進むが､

音孔に出会うと負の反射波を入口に送 り返すと同時に気柱の右方向と音孔の方向に分かれて進

む｡音孔の出口で反射 した圧力波は音孔入口に戻 り､気柱人口に戻るもの､気柱の右方向に向

かうもの､再び音孔に戻るものの3つに分かれる｡ 共鳴気柱の右方向に向かった波が第 2の音

孔に出会 うと､第 1の音孔入口におけると同様なことが起こる｡ 第 2の音孔か らの反射波が入

口方向にもどるとき第 1の音孔でまた同様に3方向に分かj･1て進む.時間の経過 と共に気柱入

口や気柱右端からの反射波が幾重にも重なって くる｡

このような複雑なプロセスの結果が図 10に示されている｡ そしてメーカーによって楽器に

10
TIME

Bi丘ngerlng

図 10 バスーンのインパルス応答
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相当な違い'のあることや､同 じメーカーの同 じ形式の楽器でも微妙な違いを持つことが測定結

果から知 られた.A.H.Benade教授やヤマ-の竹内氏から聞いた話では､ ｢楽器作 りの職人は出

来上がった楽器の気柱入口に唇を寄せてフッ､フッと吹いて見る｣そうである｡ ｢共鳴気柱の

上流側程重要だ｣とウィーンフィルの演奏家から聞いたが､もっともなことである｡ 人口はリ

ー ドでほぼ閉 じられているのでそこからの反射波が後へ後へと影響を及ぼすからである｡

(3)､クラリネットの反射関数

図 11は､あるクラリネットの反射関数 r(t) を Schunache,Vが計算 した結果であるが､

この場合には､G3(196Hz)の音を発生するように､管端に近い幾つかの音孔は開かれた

状態にあるo Schunqcherによって計算 された同 じ場合のインパルス応答 g (t) は196

Hzの音の8周期分の間変動 して0にならないのに対 して､この反射関数は196Hzの2周

期程 (約 10m s)以後は殆ど0になっている｡ この違いは気柱人口における音波の反射の

有無によって生ずる｡ しかし複数の音孔の相互間のあるいは音孔 と管端間の相互干渉は r (t)

にも現れる｡ t-2.5-3. 5 m sに見える2つの谷とそれに続 く2つの山は管端にあるベ

ルの影響と思われる｡ ベルの部分では気柱が滑 らかにしか し急激に開いているので､波は､気

柱人口に圧力波を送 りながら､そのベルの斜面と管端の間で行きつ戻 りつ複雑な動きをする｡

図1l SchunacherVの計算によるクラリネット(G3:196 Hz漸 旨)の反射関数

4.クラリネットの気柱振動を計算する Schumacherの式叫

クラリネットの発音機構は､Schunacherによる下記の (5)～ (9)式によって一応記述で

きる｡
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'打 如 十戒 甘 - (卜Po)/th (5)

y は リー ドが開 く方向を正とした リー ドの変位を表すO左辺はリー ドの性質を2階の式で近似

した ものであり､鋸 まリー ド の 減衰 定数､ W oはリ- ドの共振周波数であるo リ~ ドにかかる

力は口の中の~定圧力 Poとマウスピース内の圧力 p の差できまるoなお､ 卜 は り~ ドの

単位面積あたりの質量である｡

: n L i3/1卿 (i)
Met-P.-p-

A3/1号1 ( 6)

この式は リー ド部分を流れる空気に関する運動方程式である｡ リー ド開口は､ リー ドの幅をW

(= 14mm) とし､W〆弓の長方形のスリッ トと考えているo Meはこのスリットを流れ

る空気の実効質量で､下の (8)式から計算する｡ 右辺の最後の項はこのスリットを流れる空

気の摩擦を表 し､ Aは定数である｡

P-Pk十Zo卜 zoS拍 (7,

この式は､マウスピース内圧力 p に関する式である. 右辺第 1項はある時刻か らみて過去の

p や f の影響を表 し､下の (9)式にあるたたみ込み積分で計算される｡右辺第 2項 は現在

の f によって発生する圧力を表す｡第 3項は リー ドの動きがつ くり出す流れによって発生す

る圧力であるo また､ sr は リー ドの実効面積である｡

Me-(P/2" )(JT十 2JTkn2r)

ここで､9は空気の密度､ r= W/弓 であるo

‰C-戸 出 [Z｡叶 tt,･P(ト 中 1
0

(8)

(9)

図 12は (5)､ (6)､ (7)式の数値解すなわち振動が定常に達 した後の p (t)､ f

(t)､y(t)波形を示すが､そのとき､ Po.-3 kPa､ リー ドの静止時の開口 H

-0. 4m,m､ Z｡-2. 5lx10b pa s/m3とした. また Schumache,の論文覧 あ

る以下の数値を即 ､た0 %r-3000 S上 山｡-23500- 19 500S~㌧ 卜 -
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o･/0231 kg/ m2､ A-0･0797 MKS単臥 Sr-1･46メ1㌔ m20 さ

らにr (t) は､クラリネットに音孔がないものと仮定 して計算 した｡そのときの r (t)

は図 12 (d)に示すようになるt｡ これは実際のクラリネットの内径寸法の精密な測定結果か

ら計算 したものであるが､実験結果と詳 しく照合するには､もう少 し改良が必要である｡

図 13は､図 12a､b､Cから得た

- p 曲線と図4の差に注目されたい｡

(a) LLPI

p (t)

('cb,'f (t, -gD一転

y (t工 .A:W

(H-0.4 mm､ P｡-3 kPa)

0 10 20

∫-p, y-∫,y-pの関係を示す｡図 13の f

図 12 クラリネットのD3音波形と 図 13 クラリネ･yトのD3音の f-p､

反射関数 y- f､p-yの関係

5.木管楽器の人工吹鳴

木管楽器が音を発生 しているとき､p (t)､y (t), ∫ (t)はどのように変化 してい

るのか? このような-測定データーは､以前たは報告さnていなかった｡本節には我々がこれ
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らを測定 した結果を示すQ人間が吹奏すると安定 した吹奏条件を長時間持続することが難 しい

ので､人工吹鳴の装置を作 って測定 した｡図 14は人工の口の一例である｡ シリコンゴムで人

間の唇に似た感 じの人工の唇を作●りその間に リー ドあるいはマウスピースをはさんで､はさみ

込む深さや唇の締め付け具合いを調節 し (今後これを Iip-adjustmentと呼ぶ)､人工の口の

中の圧力 poを調節す ると､楽器は発音する.lip-adjustmentを固定 して､減圧装置を手で

操作 して､Po を0か ら､ リー ドがつぶれて音が出なくなるまでゆっくり次第に上昇させ､そ

れか ら下降させた｡ これを lip-adjustmentを変えて繰 り返 した.このとき､p (t)は､マ

ウスピースあるいはパス-ンリ- ドに開けた穴の中にプローブマイクロフォンの先端を入れて

測定 した｡オーボェの リー ドは小さす ぎて p (t) の測定は不可能であった｡ y (t) はフォ

トダイオー ドを用いて測定 したOクラリネットやオーポェの場合には､ベ ル外側か ら平行光を

入射 し､ リー ド開口を通過 してくる光量を観測 した｡ バスーンの場合には リー ドの槌から平行

光をあて､ リー ドの陰をフォ トダイオー ドで受けて y (t)を観測 した｡ P (t) はプローブ

マイクロフォンあるいは半導体圧力計で測定 した｡ f (t)は直接測定が困難なので､熱線風

速計で空気の風速 Ⅴ (t)を測定 した｡そのとき熱線風速計プローブの先端は､人工の口の方

から､ リー ド開口にできるだけ近ずけた位置に置いた｡プローブを楽器の内部例えばマウスピ

ース内部に置くと､その位置での粒子速度を検出 して しまい､目的を達成できなか った.

5. 1 クラリネット

クラリネットの音孔をすべて閉 じて人工吹鳴の実験を行った｡従 って､本来であれば､クラ

リネットの発振音の基本周波数は平均律音階のD3(147 Hz)に近い周波数を持つ筈であ

るo ところが事情は極めて複雑である｡lip-adjustmentを適切に調節 して固定 し､Poを次第

に増加 させまた減少 させると､Poの変化に伴って p (t),y (t), f (t)の振動波形

は複雑に変化 した｡

その一例を図 15に示す｡このような図を transitiondiagramと呼ぶことにしておく｡

PoをOから上昇 させて行 くとP0-3. 8 kPa (-Ps)でクラリネットは突然発音 し

た｡そのときの音の基本周波数は､平均律音階のC菅 (1109 Hz)に近い｡その後 P｡
の増加に伴 -て音の基本周波数は僅かずつ連続的に変化 したが､やはりC苦に近い0C菅で示

した枠に対応する 3･ 8< P｡<8･2 kPa の範囲では､P｡ の変化に伴 って､発生音

の周波数および p (t)､V (t)･弓 (t)の琴形は連続的に可逆的に変化 し､突然大 きく

変化することはなかった.D3､D3H､Eい C誉 L等の他の枠で囲まれた範囲でも同様に､発

生音の周波数や波形は連続的に可逆的に変化 したoP0 -8･2 kPaになると､突然D3の
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図 14 人工の口の一例

stopofvibration

図 15 クラリネットの transitiondiagramの一例o実線はPo上昇時の､点線はPo下降

時の tiansitioんを示すo数値は transitionが発生するPoを kPa単位で表すo
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音が聞こえたo上に述べたように､D3枠内つまり5･5< Po<11･5 kPaの範囲で

は､Poの変化によって発生者の周波数や波形は連続的に可逆的に変化 したo この間Po の上

昇はD声 の近 くで発振音を増加- た｡ P｡-11･5 kPaになる と､C篭 とD,の昔が混

ざった音がさらに低 い周波数で変調 されたような音が聞こえたo この状態をDaHと名付けてお

くo P0-11･9 kPa (-Pc)になると､ リー ドがマウスピースに密着 して発振が止ま

ったoここか らPoを下げると､ (多分poを下降させる速 さによって)､D3またはEb(1

319 Hz)の音が発生 した. È からP｡を上げるとD,Ilの状態が再現され､下げるとC菅
の音が再び聞 こえた. P｡-3･8 kPaになると､C苦しと名付けた状態が現れた O この

状態では､いろいろの高 さの音に雑音が重なっ

たように聞こえたO.Po -3･6 kPaで振

動は止んだ｡

上記の様子をまとめて､他の楽器､バスー

ンやオーボェやソプラノサキソフォンでも成

り立つ規則として以下に述べる｡

(1)木管楽器は Ps<Po<PC の範囲

で発振する｡ P｡>PCでは リー ドは完全に

閉 じるo (2) Ps およびPc の値は楽器や

リー ドによって変化するのみならず､lip-

adjustnentによって も変化する. (3)同一

楽器を同 じリー ドで吹鳴 しても､lip-adjust-

mentによって､励振 される p (t)波形

の種類が異なる｡ (クラリネットの Iiムーad-

justmentを変えると図 15とは全 く別のいろ

いろな transitioJldiagramが得 られ､その

中に含まれる音の種類 も異なる｡) (4) Po

のある範囲の中では､Poの変化に伴 って発

生音の基本周波数や p (t) 波形は連続的

に可逆的に変化する｡ (例えばクラリネット

が図 15でD3の音を発生するとき､Po奄

5.5-11.5 kPa の間で変えると､

発生者の基本周波数や p (t) 波形は連続
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図 18 クラリネット p (t)波形の firstreturnmap

的に可逆的に変化す る｡ ) (5)Po-Ptにおいて p (t) 波形は突然不可逆的に変化す

る｡ これをtransitionと呼ぶ｡ Pt の値はPo を上昇 させるときと下降 させるときでは一般的

には異なる. 一度 transitionが発生するとPo を少 しくらいもどして も transitionはその

まま進行する｡ (6)transitionは2つの安定領域の間で､場合によっては､一方向に しか進

行 しない｡このためにPoの上昇下降に伴 って発生する振動状態には ヒステ リシスがあるo

D3､D3日､C苦､C苦Lの状態における p ( t),Ⅴ (t), ち (t),P (t)波形

および p ( t) のパ ワ-スペク トルを図 16a､ b､C､dに示す｡ (プローブマイクロフ

ォンの周波数特性は補償 した｡)図 17は図 16aについて V-p,y-V,y- p の関係

を示すが､図 13とよい一致を示す.図 18はD3､D3Ⅰ-､C菅L状態の p (t) の first

,eturnma｡である. C空しの firstreturnma｡か らは､fractaldimension- 1. 4 が計

算 されるか ら､C誉Lの状態は chaoticregimeにあると思われる｡

5. 2 バスー ン10

バスーンの音孔をすべて閉 じて人工吹鳴 したときの transiliondiagramの一例を図 19に

示す｡この図の見方は図 14の場合と同様である｡ 長方形の枠の中には発振状態の記号を記 し

てあるo これ らの枠を結ぶ実線 はPoを上昇 させるときの､点線 はPoを下降 させるときの

transitionを示すo これ らの線の傍 らにある数字はPt であるo 枠の中のBlはバスー ンの最

低音B†(58.3 Hz)に近い基本周波数の音を意味 し､- 1､-2､-3‥ .等は同 じ

周波数の音で も異なる p (t) 波形を持つものを区別す るために図 19で左の方か ら付けた
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番号である｡音孔をすべて閉 じた状態で演奏家が吹奏する定常音は､バスーンの transition

diagramにおけるBl-1状態の音である｡ これは耳で聴けばす ぐわかる｡ B2はBヤ の 2倍

音 (B>i :I16. 5 I･Iz)に近い基本周波数の音を意味す るo 同様に83 よ̀可 の 3倍音

(F3:174･ 6 Hz)に近 い周波数の音であるo B (1-6･3-1)は､ B1-6とB

3- 1の間で発生す るうなりに似た音である｡ またQを付 した transitionの線はP｡を速や

かに変化 させるときに生ずる transitionを示す｡ クラリネッ トの項で示 した transitionの

規則がバスー ンの場合にもあてはまる｡

5.3 オーボェ

オーボェの音孔をすべて閉 じて人工吹鳴 したときの transitiondiagramの一例を図 20に

示す｡ この図の見方 はクラリネットやバスー ンの場合 と同様である｡ オーボェの音孔をすべて

閉 じて演奏家が吹奏する定常音はBい 233･ . I･Iz)であるo音楽的に満足出来るのは

01-1状態の音であることは､聴いてみればす ぐわかる｡ また例えば01-5は､基本周波

数が B雪の音であるが､5番目に見つかる ､y (t) 波形である｡ 02の音の基本周波数は

B宝の倍音 (Bい 466･ 2 IIz)に近い003は B宅 の 3倍音 (F5‥698･ 5 Hz)

に近い基本周波数を持つ｡

6.考察

バスーンに して もオーボェに して も､ 1例 として挙げた複雑な transitiondiagramは､同

L:I)- ドを用い､lip-adjustnentをその通 りに調節すれば何度で も繰 り返 し得 られた｡ しか し､

リー ドを変え､異なる lip-adjustTnentの もとでは異なる transitiondiagramが得 られた.

4節に述べた Schumacherの式はクラリネッ トに関す るものであるが､バスー ンやオーボェに

ついても同様な式が存在する筈である｡そ してその安定解が､例えばオーボエにおいて見 られ

た極めて多数の y (t) 波形を与える筈である｡ しか しその方程式はまだ知 られていない｡

Schumacherのクラリネットに関する式にして も､クラリネットの transitiondiagramのすべ

てを与えないので､まだ不備である｡クラリネット､バスー ン､オーボェの振舞を完全に記述

す る非線形方程式が明確にな ったとき､木管楽器の発音機構は明かになる｡

人工吹鳴の実験 において lip-adjustmentを固定 して P｡を変化 させるとき､人工の唇 とリ

ー ドの接触位置が相対的にずれるために transitionが発生す るのではないかと言 う疑問があ

る｡ しか し transitionに際 しては､目に見える程の唇のずれは観測 されなか った｡また鉛筆

の先端で目に見える程度故意に リー ドを動か してみて も transitionは発生 しなか った｡ いず
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れに しても lip-adjustmentと Po によって多 くの種類の振動波形や振動周波数が発生するこ

とは確実である｡

それにしても､例えばオーボL･が示す多様な波形の中から望ましい一つを選び出す演奏者の

修練は驚嘆に値する｡ それはタンギングと呼ばれる演奏技法によるところが大であるらしい ｡

木管楽器を演奏するとき､クラリネットであればD3､バスーンであればBl- 1､オーボエ

であれば0 1- 1の状態における p (t) 波形を吹奏できれば､持続音としては充分である｡

その他の音は初心者が しばしば誤 って発する音であり､また相当に熟達 した演奏家でも時とし

て誤 って発する音である｡これらの音が出ないように楽器を改良出来たとしたら､演奏は容易

になる筈である｡ しか しそのとき木管楽器は果 して現在よりも優れた性能を持ち得るであろう

か｡木管楽器のレスポンス等､過渡状態における振舞いについては､現在のところ､殆ど何 も

知 られていない. クラリネットのD3､バスーンのBl- 1､オーボェの0 1-1以外の音は果

して邪魔 ものであろうか｡それらの存在を許す構造故にレスポンスのよい木管楽器が作られ､

あるいは演奏において多彩な表現が可能になるのかも知れないIl｡

これまでの楽器の物理学の研究は多 くの知見を与えはしたが､電子楽器を除けば､従来の楽

器の構造を根底から変えて しまう程には到 らなかったと思 う｡ 一つには我々の耳が現存の楽器

の音をよしとするように馴 らされて しまっていることにもよるが､長い年月をかけて改良が加

えられてきた楽器の完成度の高さにもよるのであろう｡ 電子楽器の発達は､合奏と言 う音楽す

ることの､素人は素人なりの､最高の楽 しみを我々から奪い去 って しまうかも知れない｡

7. まとめ

木管楽器について､我々の研究室で行 ってきた実験や測定について概要を述べた｡

共鳴気柱のインパルス応答や反射関数の測定は､楽器の検査等に実用に供 しうる有効な新 し

い手段である｡インパルス応答や反射関数の解釈は､本文には示さなかった共鳴気柱の簡単な

モデルについての計算結果 12にもと･itいて述べたo

吹鳴条件によって木管楽器が示す極めて複雑な振舞についてのデーターは得 られた｡それを

どう理解するかは今後の問題である｡楽器の振舞を物理学の立場から理解することと楽器の製

作技術とは､多 くの接点を持つには遵いないが､本来異質なものであろう｡

楽器は､演奏者の熟練によってはじめて楽器となる｡

謝辞 研究を進めるにあたって多 くの方々からご教示あるいはご援助を頂いた｡九州芸術工科
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