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研究会報告

甘美器の演奏における音の制御について

ヤマハ株式会社楽器研･究所 竹内明彦

概要 :管楽器の演奏においては､演奏者が ｢所望の音｣を得るために ｢楽器と浜草書を含

めた振動系を制御する要素の抱合せ｣を巧みに操 りながら音楽を奏でている｡管菓

器は転勤源となるリー ドや管体の構造などに多くの種類が有 り､楽器 ごとにそれぞ

れ独特の哉能を持 っていて､それ らは各菓器が演奏される音楽の額域で威力を発揮

する.,この報告では､管楽器の設計､開発にたずさわ ってきた立場から､管楽器の

演奏と発音について簡単に解説 し､管楽器の各部の故能のうち､管体の役割及び演

奏に深くかかわる部分として トランペットとクラリネットのマウスピースの構造を

とりあげ､さらに管楽器の湊妻における所望値についても言及 しようと試みた｡

1.管兼器の演奏

管楽器は人間の息を直接楽器に吹き込んで発音する楽器であり､この点で人間の最も基

本的な表現手段である発声に似ていて､管楽器の洗薬による音楽は打楽器や鍵盤楽器に比

べるとはるかに歌に近いように思われるOそれゆえに､演奏者は楽器があたかも自分の声

のように思いどおりに制御できることを望んでいる｡

管糞豊の演奏に着 日すると､音の立ち上がりから発音を完全に終了するまでの間､演奏

者は ｢楽器と涙葉音を含めた振動系｣に起こっている振動を所望の状態に推持すべく､息

の供給､口の状態などによって振動をコントロール している｡発音が始まって､楽器音が

所望の音よりずれていることが分かると､演葵者は莫器のマウス ピースに当てられた唇の

条件や口腔の容積､送 り込む息の量などを巧みに変化させて､ずれを修正する｡

管楽器の演奏中には音程や音量､音色を奏法によってフィー ドバ ック制御することが可

能である｡こ.のように､管楽器の演奏においては､涙奏者と楽器とがフィードバ ック.ルー

プで結ばれた非常に密接な関係にあり､管楽器から出る音は楽器の音響特性だけでなく~､

リアルタイムで揺れ動く演葵者の吹葵条件の変化によっても形作 られていると考えられる｡

管楽器の演奏技術を習得 していく過程は､演奏者が所望値を音として実現する技能と､

音糞的表現を行なう上で適切な所望値を設定する技術を磨 くことのように見える｡

前者は､拘束条件としての楽器の特性の範囲内で､前述のように楽器音の潮榊をおこな

う技能であり､目的とする音楽表現に対 して楽器の特性が適合 していない集合は､いかに

訓練された技能を持つ演葉音といえども所望の音を実現できないことがある｡ ここで言う

｢菜器の特性｣とは管体とマウスピース､ リー ド､アンプシヤーを含めた振動系の持つ特

性を指す｡管楽器の多くのものは､この特性が理想的というよりも妥協の産物に近い状態
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なので､細かな音程や音量､音色の調並は涙葉書の技能に頼る若果となる｡

後者は､多くの事項が科学的分野よりも芸術的分野に近いので､科学的記述が極めて困

難であるが､ ｢音楽の分野によって表現する内容が異なり､楽器を制御する際の所望値の

設定の差となって現われてくること｣､さらに ｢その所望値の実現を目指 して楽器の耕造

の発達の方向が糞器 ごとに､また同種の楽器でも文化圏によって異なること｣は､兼つか

の事例から伺い知ることができるであろう｡

2.管楽器の発音

管楽器の発音は､演奏者が楽器に送 り込む息 (直流)によってリー ドを発振させ､空気

の振動 (交流)が発生することによって起こる｡

ここで､ リ- ドの種類によって管楽器を分類すると､ リップ リー ド､エアリー ド､一枚

リー ド､二枚 リー ドの4種類の楽器に分類できる｡ リップ リ- ドは金管楽器のようにマウ

スピースに当てられた人間の唇が振動体となって発音する楽器を言う｡エアリー ドはフルー

トや リコーダーのようにエッジに向けて､吹き付け られた空気のジェット流が振動 して楽

器を発音させるものを言う｡ シングル リー ドはクラリネ ットやサクソフォンのようにマウ

スピースが振動体となって発音する楽器を言う｡ダブル リー ドはオーボェ､ファゴットの

ようにステ-プル､あるいはボーカルの先に取 り付けられた二枚の リー ドが振動体となっ

て発音する楽器を言う｡

空気の流れによるリー ドの振動を用いる楽器でも､ハーモニカや ピアニカなどは管楽器

には分類されない｡ この リー ドは管萎器の管体にあたる部分を持たず､周囲の状況に彰曹

されずに リー ドの固有振動数で振動 しており､フリー リー ドと呼ばれている｡ (附録参賦)

管楽器の発音では､ リー ドの固有振動数によってではなく､管体からの音の圧力変化に

支配されているところが特徴である. もしそうでなければ､木管楽器で一定のアンプシヤー

を保ちながら音孔を下か ら順次開放 していっても､周波数が変化せずに音量のみ減少する

現象が観測されるはづであるが､現実には音孔の開放や閉塞によって発振周波数が変化 し

ている｡

3.管体の役割

管楽器の振動では前述の4種類の リー ドがその固有振動数によってではなく､管体から

返 ってくる圧力変化によって強い作用を受けながら振動 しているので､管体の役割はこの

作用をおこす空気柱の定在波振動の拘束条件を設定 していることにあると言える｡

管体の中ではリー ド側か ら来た波とリー ド側に一番近 くに開かれた音孔､またはベル先

端で反射 した リー ド側に向かう波とが干渉 し､蔑垂にも重なり合 って強い定在波を作って

いる｡ この開かれた音孔またはベルで反射する音波の一部が管体の外へ放射される｡ よっ

て発音 している管楽器の管体の中には音のエネルギーが定在波の形で充満 していて､ リー

ド側から次々と送 り込まれるエネルギーを蓄え､前述の音孔やベルか ら管体の外へ音を放
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射 し､これが管楽器の演奏を聴 く人に伝わる音の多 くの部分を占めていると考え られる｡

同時に､マウス ピース端には管体からの圧力変化が強 く作用 してリー ドの振動を支配する｡

また､管体も管内の定在波による強い振動を受けて振動 し､管体の外に対 してわずかで

はあるが音を放射 している｡ これは管内に充満 したエネルギーの漏れと考えられる｡ この

エネルギーの漏れや､管体の外への放射は管体の厚さや材料の特性､その他によって左右

され､演奏者にとっては音色や､鳴りやすさ､その他の楽器の特性として強 く感 じられ､

聞く人にとっても音色や鳴りの差など､楽器固有の特性として理解される｡

発振状態の定在波の強さや周波数は､楽器の共振特性が支配的で､演奏者はマウス ピー

スを通 じて発振を制御するので､演奏者にとって望ましい楽器とは所望の音を得るために

楽器の音を無理なく制御できる楽器であり､楽器製作者はそのような楽器の特性を実現す

るために楽器の改良を続けることになる.ここで管楽器を設計､メンテナ ンスする側から

見た ｢管楽器の音を支配する要因｣について触れておく｡

管糞器はオルガンや ピアノと比較すると､楽器の形態や構造､材質などと楽器の音との

関係がより密接で､ ｢一部を変えれば必ずどこかの音に影響する｣と感 じられる｡管楽器

の開発においては､所望の楽器の性能を実現するためにこれ らを ｢管楽器の音を支配する

要因｣と捉えて穫橿的に応用 し､また管楽器のメンテナンスにおいては､実現されている

糞器の性能を維持するために ｢管楽器の音に影響する要因｣と捉えて修理､復元に応用さ

れる｡

第 1には､管体の内径形状 (メンズ-ルと呼ぶ)が挙げられる｡管体の長さ､太さと呼

ばれるものがこの中に含まれる｡一般に管体が長 くなれはピッチが下がり､短 くなればピッ

チが上がる｡管楽器のチューニングは管体の一部を伸縮する構造によって行われる｡管棒

の太さは､管の長手方向の座標の各点に対応する内径データの組合せと考える. 例えは金

管楽器では､マウス ピースか らベルの先までについて､グラフ用紙の横軸にマウスピース

端からの距離を､縦軸に対応する各点での内径の数値をプロットした図形をメンズ-ルと

考える｡

管楽器では管体の中に発生する定在波のいくつかの振動モー ドを利用 して発音させるが､

この振動モー ドは 1次モ- ドか ら順に基本音 (原音)､2倍音､3倍音のように呼び慣わ

されている｡ クラリネ ット以外の楽器では､管体の形状が演奏可能な音域ではぼ並数倍音

を実現できるものが選ばれているので､各倍音がそのまま自然倍音列近傍の周波数を発音

する. クラリネ ットでは 1次モ- ドから順に1､3､5の奇数倍音を発するO これ ら倍音

のうち､木管楽器では通常 1次から3次モー ドを､ホル ン以外の金管楽器では2次から8

次モー ドを､ホルンでは2次か ら16次までのモー ドを用いる｡

木管糞蕃旺管体に音孔をあけ､音響的に等価な管長を短縮 して同一の管体で複数の音を

発音出来るように作 られている｡ この音孔が閉塞されているときはその部分がメンズ-ル

の一部の脹 らみや分岐と考えられ､開放されると管体から空気中への放射点となる｡管体

の末端に近い部分にあけられた比較的大きな音孔は､乱暴な言い方をすればその部分で管

が切断され､その先に残余の管が接続された状態を作 り出 していると考えられている｡音

孔の大きさが小さくなると等価な管長は延び､大きくなれは短 くなる｡ また､音孔が大き
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くなると音が大きく明るくなり､逆に小さくなると音が小さく曇 った音になっていく｡ 同

等などッチをもつ2つの管で音孔の位置と直径が違う場合には､音孔の大きい方が音が大

きく明るくなる. また､倍音の振動モー ドの音圧分布短小点付近にあけ られた孔は､オク

クーヴキーや レジスターキーとして働 く.

金管楽器は菅体の適当な部分の長さを延長 して全体の ピッチを下げることができる｡ ピッ

チは管長を約1/16伸ばすと半音､約1/8伸ばすと全音下がることが知 られており､各倍音

も巨視的には並行移動する｡

管楽器では歴史的に改良を加えてきた適当なメンズ-ルを運んで楽器としているので､

この形状がくずれると各倍音の音程のバランスも崩れる｡ 各振動モー ドの音圧分布の捷大

点や極小点における管体形状の変化は管楽器の音程や､音色､鳴 りに著 しい彫苛を及ぼす

ことがある｡前述 した管体の長さの変更も､微視的に見れば各倍音の音程をセ ント単位で

狂わせていて､延長の度合いが増すほど狂いが大きくなる｡

管楽器は ピアノのように各音が独立に調節されているわけではなく､一つの管件に発生

するいくつかの振動モー ドとメンズ-ルの一部を変化させてその出合せによって音を作 っ

ているために､演葉音が楽器を制御 しなが ら演奏 して初めて所望の音律が浜奏できる｡ そ

の意味で､管糞器は不完全な楽器であり､現在でもまだ改良の余地を残 している.

第 2は薬器の開口部の状態である｡木管楽器 では音孔の開閉は指で直接行なう場合と､

タンポ皿にタンポを取 り付けたキーで行なう場合の2つがある｡後者では､タンポが音孔

か ら離れた時に､決まった開きでLtまるように作 られていて､この開きをIrタンポ開き｣

と呼んで､木管楽器の調並の基準 となっている｡ ｢タンポ開き｣が基準値より大きいと通

常 ピッチは基準値より高 くなり､小さいと低 くなる｡

第 3は楽器の構造であるが､ここで言う構造とは､管体の肉厚､部品の重量､支柱の重

量及び位置などを指す｡管体の肉厚は､金管楽器について言えは､比較的薄い楽器は少な

い息の量で演奏できるが､大きな音を出そうとして息の畳を増すと､厚い楽器に比べては

や くプラッシーな音 となって しまう｡また､広い演奏会場で豊かな音量を求める時には､

ある程度の肉厚が必要と-なる｡部品の重量は木管楽器のキーシステムや金管楽器のヴァル

ヴ､支柱等の重量を指す｡ これ等の重量が大きいとこれが無い場合に比べて吹葵感は拘束

的に感 じられる｡ しか し､場合によっては部品の重量感が吹奏感に安定性や心地良さをも

た らす場合もある｡

第 4は管体の材質である｡ 管楽器に使われている管体の材質は､伝統的に各楽器に適合

するいくつかの材料が決まっていて､それが各楽器の音のイメ-ジと結びついている｡全

く違 った材料で楽器を作るとその杢器のイメ･-ジと違 う音になってしまうが､長期的な視

点で見ると､時代による楽器の故能への要求の変化が材質の変更となった例も多い｡

例えは金管薬器では歴史的に黄銅や萌銅系の金属が使われて現在に至 っている｡一方､

フルー トのように明確な音を求めて (音色を改善する目的で)材質を木材か ら金属 (洋銀､

銀)に変え､成功 した例もあるt,
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4.マウス ピース

｢楽巷 と演奏者を含めた振動系｣ について考えるとき､演奏者 と管楽器の接点のうち最

も興味あるものはマウス ピースであろう｡ 管楽器を4つに分類するとき､それぞれの種類

に対応 した同種のマウス ピースがある｡ (ェア リ- ドでは息が経に入 るか横に入 るかで更

に2種類に分かれる｡)図 1･には リー ドのタイプとそれに所属する楽器名､マウス ピース

形状を表に してある｡ この中でエア リー ドの楽器では通常マウス ピースを ｢ヘ ッドジ ョイ

ント｣ とか ｢頭部管｣と呼び､ダブル リー ドでは ｢リ- ド｣と呼ぶ｡図 2は楽器 ごとのマ

ウス ピース (及び頭部管､ リー ド)の大 きさの比較である｡

マウス ピース各部の厳密な形状は楽器本件や唇 ･リー ドに故抄な影守を及ぼすので､演

奏者の所望の音色や響き､正確 な音程､心地よい吹奏感を得るために多 くの軽･XRのものが

楽器や奏者にあったものを選ぶことができるよう用意されていて､それぞれ楽器によって

演奏者が音を制御 しやすいように工夫がなされているO職業演奏家の中には多額の出費と

なってもマウス ピースを厳密に自分の口に合わせ るよう､糞器職人に形状の改造や修正を

操 り返 して依頼す る人も少なくない｡ ここでは トランペットとクラ リネ ットを例に挙げて

解説す る｡

リードタイプ マススピース形状 楽器名 マウスピース形状

リ 由 型 トランペット トロンボーンコルネット テユーハオフイクレイド ビューグルサクソルン族 ユ-フォニアムプリi-ゲルホルン Jくリトン

ツプ パス メロフォン

リl_ド ス-ザフォン アルトホルン

漏 斗 型 ホルン (フレンチホルン)ワグナーテユーバコルノフォン

エアリlド 喋 リコーダーオカリナフラジオレット 亡二二 二 二コ ∠ ===

吹 き 口 フルートピッコロバンパイプ 二 二

シ/ゲル 哨 クラリネット サクソフォン

リlド バセットホルン

p-.フ オーボエ オーボエダモーレ ･●I'.:tT)ノレリ インクリユツシユホルン へツケルフォン

図 1
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性 マウスピースの比較

フルー ト リコーダー ファゴット ホルン コルネット

ピッコロ クラリネット オーボエ フリューゲルホルン

図2
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トランペット

トランペ ット (及び他の金管楽器)のマウス ピースの各部は図3に示すように呼ばれて

いて､'演葉音が所望の音や吹き心地を待ようとしてマウス ピーースについて考えた り､選択

するときの概念形成の基 となっている｡

バイ ト
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図3
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カップは唇に続 くマウスピース内部の空洞である｡カップの直径は直接口で感 じられ､

比較的大きいほうが､唇の動きが自由で､唇のコントロールもしやすくなる｡また､大き

な音量が得 られ､低音域の演奏がカップの直径の小さいものに比べて容易であるが､常に

唇を緊張させる筋肉を儀佃､せる結果となって､疲れやすいと言われる｡

カップの形状はⅤ字型に近いほど (ホルン､コルネ ット等に近い形)音色に丸みがあり､

暗く､柔 らかい深みのある音を実現 しやすいと言われる｡一方､U字型に近いほど就 く､

明るくはっきりした切れの良い昔を実現 しやすい｡ これは､V字型では必然的にショルダー

がなだらかになり､U字型ではシャープになることに起因 している｡

マウス ピースが直接唇に触れる部分はリムカンターと呼ばれ､この部分が比較的平坦で

あると柔軟性には欠けるが疲れにくく､丸みが強いと唇への圧力が集中 して疲れやすくな

るが､柔軟性が得 られる｡また､ リム厚が大きいと疲れにくく､小さいと前述の理由で疲

れやす くなる｡バイトは唇の振動を支える境界と考えられ､この部分が鏡いと音がはっき

りして切れが良く､丸みがあると発音がぽやけるが レガー トが容易になるとの演奏者の証

言がある｡これは､バイトに丸みがある場合は僅かな唇の リムへのくいこみになどによっ

て､唇の有効な振動の面積が変わるためと推測できる｡

スロー トはマウス ピースの内径の最も拙い所で､この部分の比助的細いマウス ピースは

音量には欠けるが音の制御が しやす く､疲れにくい｡逆に太いものは音量が豊かであるが､

このスロー トの大きさの選択はバ ックボアとともに楽器の音程バランスにも大きく膨響す

る｡

バ ックボアは管体のメンズ-ルの延長としての性格が強 く､楽器の基本的音色や音程に

大きく影響するO同 じトランペ ットでも､スタイルの異なる兼器のマウスピースを用いる

と音程のバランスの鐘めて取りにくい状態が発生することがある｡ この部分が比較的太い

(広がりが早い)と音量が大きく柔 らかい音となり､逆の場合に音量は小さくなるが音を

胡御 しやすくなる｡

図4は金管糞器各種のマウス ピースの図と軸 と平行にカットした写真である｡

次にクラリネ ットのマウスピースについて解説するが､クラリネ ットとサクソフォーン

のマウスピースは管体への接合部等を除けは基本的には同様の構造を持ち､以下の記述は

サクソフォーンのマウス ピースについても共通 して言えることである｡ 図5にクラリネ ッ

トのマウスピースの各部の名称を示す｡

チェンバーの容積が大きくなると音色が暗く､重 く､太くなり､小さくなると音色は明

るく､軽 く､細くなる｡

バンクは音の兼と抵抗感を左右 し､高いと音質は艶やかになり弾力性も増すが､その分

抵抗感も増 し､息の通 りも悪 くなる｡低けれはその道の結果になる｡

チップ レールは音色とレスポンスを左右すると言われ､この部分が長いとレガー トがか

けやすく太い音になり､音程の融通もきくが､輪郭がぼやけやすくなる｡短いと､音の切

れが良く明快な音になり柔軟さに欠けるが､音程は定まりやすくなる0

チ ップオープニングは音量を左右すると言われ､広いと音量が豊かで柔軟性が出るが､
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サイドレール

不安定になり荒 くなる｡狭いと音

量が出にくく柔軟性にも欠けるが､

安定感は良 くクリアな音になる｡

フェイシソタは音の柔軟性を左

右 し､この部分が長いと レガー ト

がかけやす く太い音 となり､音程

の融通 もきくが輪郭がぼけやすく

なる｡短いと音の切れが良 く明快

な音になり柔軟さに欠けるが､音

程は定まりやす くなる｡ リー ドは

演奏者の唇によってフェイシソグ

のカーヴに押 し当て られ､ リー ド

振動のスパンを変えなが ら色々な

高さの音に対応 していると考え ら

れる｡ また､サイドレールが左右

対称でないと期待 しない倍音が鳴

りやすい状態になるとの演奏者の

証言もある｡

図6は以上を図にまとめたもの

である｡

テーブル

図5

チップ･オープニング

/くッフル仔7J

チップ･オープニング引iiiiig

ウインドウ
チェンバー富川 ポア

チップレール

-6 92-

音量

大 = ====- 小

ウインドウ 大 =======- 小

告の柔轍性

大 = 二二二=- 小

バッフル厚み 厚 二二二====一一滴

音質

良 二 二二==一 撃迅

ウインドウ 小 =======一 大

チッフォーたンク 狭 :二二===- 広

音色

明 二 二二==一幅

チェンバ一客捕 小 =======一 大

ポア - 小 =======一 大

チップレール 狭 二二=====- 広

抵抗感

大 =====- 小

ウインドウ 小 =======一 大

図 6
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5.菜器の演奏における漢書者の所望値

前項では､演奏者が音の所望値を実現する為の援点となるマウス ピーースについて解説 し

たが､ここでは演奏者の所望値とはどのようなものか考えてみたい｡換言すれば､ ｢演奏

者がどのような音を出そうとす るか｣ということになるが､この議論は多くの場合芸術の

額域の話と片付け られて しまいそうであるが､演葵者の所望値の手掛かりを哉つか記述 し

てみたいO

楽器の昔を ｢強さ｣､ ｢高さ｣､ ｢音色｣の三属性に照 らし合わせて考えたとき､強さ

と高さについては比較的所望値の議論を しやすいと思われる｡特に音の高さについて言え

は､いわゆる洋糞の管楽器の演奏者は譜面か ら常に所望値に設定 して楽器の音を制御 して

いると言える｡

管楽器の活躍するオーケス トラや吹奏楽､アンサ ンブルでは ピアノなど各昔の ピッチが

固定 した楽器と違 って､ある範囲で自由にピッチが選択できる｡ (ヴァイオ リンのような

弦楽器では全 く自由に選択できる｡)そのために､合奏においては同 じ音を演奏 している

楽器の間にピッチ差が生まれることがあり､その時は差の周波数でうなりを生 じて合幸音

が濁 って聞こえる｡通常合秦音は清澄な響きを求めるので､演奏者はうなりが少なくなる

ようにピッチを合わせる｡ この時は合奏休の中で (大変に唆味な表現であるが)基準 とな

るべきピッチが所望値となる｡

次に､和音を演奏するときになると基準となるべきピッチに対 して､純正調の3度や5

度となるピッチをとることになり､これは鍵盤楽器のように平均律に調律された楽器と様

相が違 ってくる｡ 例えば長三和音 (純正律の場合､周波数比が4:5:6となる)では第

3昔は平均律よりも13.7セント (1セ ントは半音を対数的にlOO等分 した尺度oluOセント

が平均律の半音､1200セントがオククーヴとなる)低 く､第5音は2セント晶くなる｡ こ

れは音楽の進行に従 って同名の音を演奏する場合でも､和音の中の位置付けによって厳密

なピッチが変わることを意味 している｡ また､現実の演奏では三和音以外の複雑な和音も

用いられており､和音進行の解釈 と厳密なピッチの選択には熟練を要す る｡また､無音の

状態か ら合葵が始まるときには､所望値は演奏者各人の頭の中にあり､発音 してか ら短時

間に所望値を設定 して ピッチを制御することとなる｡

音の強さの所望値は､合葬音のバランスなどで判断されるが､オーケス トラでは演奏者

が指揮者か ら所望値の設定変更の指示を受けることもあるD

西洋音楽では､個 々の楽器の トーン (｢~音｣と翻訳されるが日本語の音とは多少違 った

概念)を有故的に構築 して､ハーモニーを重視 した音数に発展 してきたために､管楽器で

は音程の制御や明確な トーンの創出のために複雑なキイメカニズムやヴァルヴが発達 して

きた｡ ここ300年歴史は常に音の選び出 しの高速化と音量の増大が中心課題であ った｡そ

れは所望値が楽器の トーンに集約されてきたか らではないかと筆者は感 じている0

-万､本邦の管楽器に日を向けてみると､興味ある例として能楽嚇子で使われる能管が

挙げ られる｡ フルー トと同様の発音構造を持つが､演秦される音楽が極端に異 なり､所望

値の設定の発想が洋楽か ら見ればユニークである.西洋音楽では各楽器に対 して楽譜で音

の高さと長さ､強さを指定 しているが､能管では楽器がどのように しゃべるべきかという
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唱歌 (シ ヲウ ガと読 む)が指定 してあ って､ この楽譜 では音 色 と間 (音 の長 さに相 当)が

指示 され ている｡ 能管 の ピッチは楽器 によ って異 なることが多 く､別 の楽器 で同 じ曲を吹

くと ピッチや相対的音程 が異 な ってきこえ るが､能楽嚇子 では他の楽器 と ピッチを合わせ

る必然性が ないので､問題 にされ ないo能管 の病毒 の所望値 は唱歌 によ って示 され､楽器

の横道 はそれを実現 しやす いように楽器 が工 夫 され ている｡

6.むすび

これ まで､管楽器 の設計 ､開発 に携わ った時 には､ア ンプシヤーや呼吸器系､ フ ィー ド

バ ック系 など人間 の関わ る要素 をできるだけ排除 して､楽器 に集 中 してその特性 の向上 の

みを考 えてきたが､本稿 をまとめ るにあた り､マ ウス ピースや演奏者 の所望値 などに 日を

向けてみ て､改めて この課題 の難 しさを感 じた｡ しか し､ 1月の研究会 で現代 の諸方面 の

研究 の成果 に耳 を傾 けてみ ると､ この領域 にも大 いに希望 が持 てたので､今後 ､楽器だけ

でな く人間 を含めた系 にも､ も っと 目を向けて考 えてみたい｡

最後 に､ この原稿作成 に際 して資料提供 を頂 いたヤマハ管楽器 テクニカル アカデ ミー一の

渡辺泰男氏 に感'aBの意 を蓑す る｡

(附寂 1.)フリーリー ド
フリ- リー ドはハーモニカ､アコーディオン､鍵盤ハーモニカなどに用いられている｡このリー ド

は､リー ドの形状からくる片持梁としての性質による自由振動の周波数によって､発音のピッチが決
まるので､空気のスピー ドや温度等の影響を受けにくい.そのため､ギターなどの調子笛に用いられ
ることもある｡周波数が安定 しているとはいっても､瞬間的に哲男の旺盛を増 したり､リード付近に
ある空洞の大きさを変えたりすると､影響を受ける. しかし､リ- ド付近の空洞の影響は､管楽器の
ように直接 リードの振動を制御するということはなく､その空洞はハーモニカやオルガンなどのよう
に単に共鳴の役割をするにすぎない｡

リー ドの梼道は下図に示すようなものである｡ リ- ドとリー ドプ レートの間には隙間が開いていて､
その際間に速度の早い空気が流れ込むJこの空気の振れのためにリードの上側を流れる空気速度とリー
ドの下側のプ レー トの窓の中を流れる空気速度の差によって圧力が生 じ､リードが動くOこれによっ
て一時空気の振れが止まり､そ してこのリーードの復元力によって元に戻ろうとする｡この繰 り返 しに
よりリー ドが振動するわけであるが､この振動の速さはリ7-ドを片持梁とみた時の固有振動故に大変
近いことになる｡

片持梁の振動においては､梁の長さが長くなれはそのピッチは下がり (っまり振動数は低 くなり)､
短くなれは振動数が上がるわけであるが､リ-ドをやたらと大きくできないこともあるので､通常低
音になるに従ってリードは図に示すように先端が少 し厚い形状となる｡図の中で③の部分が削られて
④の部分よりも薄くなっていくOこの時 7)一一ドのLi)の部分は質量として働き､◎の部分が復元力を持
つバネとして働く｡③を薄くすればするはどバネの力は弱まり､リ- ドの固有振動数は低くなるO -一
方､④の部分が重くなればなるほど固有振動数は下がり､また軽 くなればなるほど固有振動数は上が
る｡ リー ドの音程の微調整においては､④の部分を削るか③の部分を削るかによって音程の上げ下げ
の調並ができることになる｡

①
/
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(附鐘2.)能管について
能管は能楽喋子と歌舞伎聡子で使われる7孔の笛である｡外観は雅楽に用いられる龍笛に似ている

が､唄口と音孔の間の部分に喉 と呼ばれる管が挿入されて､この部分の内径を小さくしていることが
特徴である｡ このために､各指使いの基本振動 と第2倍音の関係が､龍笛の様にオククーヴの関係に
はならず､12音律に沿 ったメロデ ィーを在宅葬することが極めて難 しい｡能管の構造と音響的特性に
就いては文献*1に詳 しく解説されている｡

能管の演事では､音律によってメロデ ィ-を作ることよりも､ ｢いかに楽器に喋 らせ るか｣に力点
がおかれているように見える｡西洋音楽が､楽譜に音の絶対的または相対的な高さ､音の長さ､ リズ
ムなどを中心に表わ したのに対 して能管の楽譜では､音色で記述 した塩端な例として興味深い｡音色
の記述法は､ ｢唱歌 (ショウガと読む)｣ という､日本音楽で伝統的に用いられている方法によって
いる｡ (文献*3参照)

これは擬声語によって表わされていて､例えば能管の唱歌では､ ｢ヒヒョ- ルー リ-､ ヒヒョ-イ
ヨー｣等のように､ア､ィ､ウ､オ､タ､ツ､ ヒ､ ヒャ､ ヒュ､ ヒョ､フ､ホ､ヤ､ヨ､ラ､ リ､ル､
ロの音を主として用いて表わす｡
尺八の譜ではロ､ツ､ レ､チ､ハ等の記号を音や運指に対応させて楽譜を構成 しているが､能管の

唱歌では一つの文が音や遵指に一義的に対応することは少ないoむ しろ ｢オ ヒヤ､ ヒヒョ､ロルラ-､

リヤー リ｣など､単語の様にひとまとまりになった音の組合せが意味を持ち､特定のフ レーズやフ レー
ズを構成する要素を一義的に表わ し､迎指がこれに対応 している｡

坑奏者は政事にあた って､楽譜に指示された音にriI)こえるように､言い換えれば楽器が唱歌 (楽譜)
を歌 っているように吹 くことを善 しとする｡たとえ決められた遵指で美 しい音で演奏 したとしても唱
歌の聞こえてこない演奏は違和感が感 じられ､好まれない｡また､能管では笛 ごとに音律が多少違う

ので､別の能管で同じ演奏者が同 じ曲を演奏 しても､西洋音楽的に昔高の変化をメロデ ィーととらえ
て聴 くような場合には同 じ曲として聞こえないことがある｡

文献*2では､能の ｢神舞｣をフル- ト的に浜葵 した場合と､能管本来のスタイルで演奏 した場合
のFFT分析の結果が示されていて興味深い.能管をフル- ト奏者である文献*2の著者 (ニシ)が
フルー ト的に吹いた場合の音高と振幅の時間推移は､個 々の避指に対 して変化が少なく平坦であるの
に対 して､能楽嚇子方の-噌の浜奏では常に音高 と振幅が激 しく揺 らいだ結果を示 している｡

フルー トと能管はどちらもエア I)- ドの楽器であるが､それぞれの浜奏する音の概念は大 きく事な
り演奏における演奏者の所望値の捉え方が大きくことなることを想像させる｡能管は世阿弥が能楽を
創始 したとき以来用いられていて､製造されてから数百年を経た楽器が修理が加えられなが らも現在
でもしば しは能に使われている. また､fJL在魁造される楽器も多少の寸法の差や流行 り廃 りがあって
も､基本的には600年前と同 じような形である｡ これは､バロック時代のフラウ ト･トラヴェルソ
が現代のフルー トまで進化 したことと比較すると放 くべき違いである0

現代のフルー トは 19世紀にテオバ ル ト･ベ-ムによって現在の形が作 られ､それ迄のものに較べ
て大きく進歩 したと言われている.ベームの楽器の改革は､フルー トの美 しい ｢トーン｣を形成する
こと目指 していたと思われる｡そ して､フル- 卜の音楽は､美 しい ｢トーン｣が組み立てられて実現
できるものであり､西洋音楽の合奏はこの組立の拡大であると考え られる.それゆえ､ ｢トーン｣は
音程が安定 して､アタックか ら昔が消えるまで整 った形を していることなどが求められる｡フルー ト
に限 らず西洋音楽の管楽器の演奏技術習得過程ではロング トーンの練習は非常に重要であるとされて
いる｡

能管の音は､フルー トの ｢トーン｣とは全 く別の次元のものである.例えば､音高が一時 として同
じ位置に留まっていないことは実際に荊妻 していても感 じる事であるし､文献*2の-噌の演奏の分
析結果か らも明らかである.また､フルー トの トーンで忌み嫌われる息や倍音による (時としては準
周期波形やカオス状態の可能性もあるが)雑音も能管の演奏に於ける ｢力｣を表現する要素 として受
入れ られる｡また､空間を満たすようなヴォリューム感のあることを暮 しとするフル- 卜の トーンに

対 して､前奏時に朱に叩き付け､舞台か ら蛤で突き通すような鋭い音を求ゎる.例えば最高音を用い
て浜奏される ｢ヒシギ｣ (唱歌 :ヒイヤア-､ ヒ-)はその好例であろう｡

このような相違が ｢故事｣ という行為のどこか ら来ているかを探 るために､双方の理想とされる故
事の状態を比較 してみると興味深いO文献*2によれば､フルー トの トーンの出 し方は次のようにな
る :(9口の中をできるだけ大きく広げる.(診のどはいっもリラックスしてよく開いたまま.(9横隔膜
の下か ら､胸､のど､口を通 って空気をお しあげるように｡空気流を握 りしめてはいけない｡④空間
を昔で満たす.⑤床から吹き上げるような感覚で⑥音を旅行させる (ヴィプラ- トは音を旅行させる
良い手段である｡)

これに対 して能管では次のように対比できる :① ロの中の容積は唱歌につれて変化する｡(塾リラッ
クスよりも力を込めて､緊張状態③とにかく精神を集中 して力一杯④空間を突き通す⑤床に叩き付け

るように｡
能管の演奏では体の中で唱歌を唄いなが ら空気を圧縮 して前奏するが､この教育課程 も西洋音楽の

管楽器では考えられないような特異なものである｡
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先ず､習得 しようとする曲の唱歌を徹底的に唄 って記憶させる｡頭で暗記 しているうちはまだ駄 目
で､体全体が唱歌の萌黄に対 して理想的に過勤することをめざす｡歌 うにあたっては息を充分に使 っ
て､大きなはっきりとした声で､力一杯歌わせる｡ これによって､山中の呼吸のタイミングをどう取
るかが自無に習得できる｡また､唱歌を何度も力一杯歌わせることで､曲の概念形成 (唱歌をどう歌
うかを決める)が同時に進行する｡一つの指標は､唱歌が過去の作品の繰 り返 しでなく､演奏者の言
葉として出てくる状態に持ち込むことである｡ (このことは語学を例にとると分かりやすい｡)

唱歌が習得できた ら次に指使いを教えて､唱歌を唄いなが ら度も指を動か し､体に運指を覚えさせ
る｡指の動きは､無駄の無いフル- トの避指 とは逆に､手孔 (音孔)の指による開閉は中間の無い明
確な開閉となる｡ このため､開いた手孔では指は出来 るだけ手孔か ら離れるようにするので､いきお
い指の動きも大きくなる｡ これも頭で記憶を辿 りなが ら指を動か している段階か ら､遵指が自然に出
てくるまで待つ｡

次の段階で初めて笛に息を入れる｡音が出ようと出まいと構わず避指を進める｡ある程度演奏技術

を習得 したものには､差 し指 (音から音へ移るときに経過的に浜奏される装飾音)を用いることを許
す｡能管では､フルー トのようにロング トーンを特に練習することはなく､教則本もない｡いきなり
曲から始めることが多い｡

*1安藤由典 ｢楽器の音響学｣ 音楽の友社
*2 マ リア ･クリステ11･･姐･ニシ ｢フルー トと能管｣ (バイパーズ第8巻 9号､10号)
*3金春惣右衛門､増田正造 ｢能楽嚇子体系｣ ビクター音楽産業株式会社
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