
日本尺八演奏家ネットワーク（JSPN）第 2 回定期公演/新作委嘱曲 

『quo ego vado』を如何にして悩みながら書いたか 
                               愛澤伯友 作曲家/特別会員 

 
 本演奏会のテーマである「噪音」から「楽音」にしたがい作曲を依頼された。 
これまで作曲した多くの作品は、ノイズの分析とその再構成で垂直成分が構築されている。フランスでも
「スペクトル楽派」と呼ばれる作曲家達が倍音構成を創作の基本とした楽曲を多く書いている。 
 いつも、邦楽器に含まれる無尽蔵な倍音成分やモジュレーションとも言える音色変化には魅了される。
中でも尺八はその宝庫。ひとつの素朴な音の上に玉虫色の倍音が時間変化とともに響きを変化させてい
く。その空気感を掴んで音符に定着させるためには、多くの時間を費やす必要がいつも起こる。 
 
 
◆曲の構成のヒント 

 「楽音には分かりやすい音で」と依頼された。 
つまりそれは「現代音楽」に耳が慣れていない一般の人でも理解の出来る古典的和声音楽の世界を指し
ている。尺八は日本の古楽器。であれば、音組織も「西洋古楽」の時代であるルネサンス期の音楽と重な
る。その時代は、バッハより前の時代で、古典的和声法が成立する以前の時期。私たちが日常触れる「ク
ラシック音楽」は、古くてもバロック時代までに留まり、それ以前の音を聴く機会はほとんどない。今回
の「楽音」は、その向こうにあるルネサンス期の音楽を素材にした。考えれば、この時代、イタリアでは
メディチ家が隆盛を極め、絵画と同様に音楽も爛熟していた。しかし、バロック時代になり楽器が変わっ
てしまったため、現在ではルネサンスの音楽をほとんど演奏されない。それこそ「古楽」の演奏会でも行
かない限り聴く機会もない。 
 
 2018 年、岐阜城に織田信長（1534-1582）が入城し、その地を「岐阜」と命名してから 450 年が経っ
た。その記念行事の一環として岐阜市の後援で「信長公の聴いた音楽会」というタイトルの演奏会を岐阜
サラマンカホールで開催するように依頼された。ポルトガルからはるばる海を渡ってきた宣教師達は、
キリスト教を積極的に迎え入れた安土城の織田信長の御前で、1582 年、感謝の意を込めて演奏をした記
録が日本とポルトガルに残っている。何を演奏したかに関する記述は双方ともにないが、奏者がみな宣
教師であることを考えると、恐らく宗教曲がほとんどで、それに当時流行の世俗曲が何曲か演奏された
と想像できる。中でも、ジョスカン・デュプレ作曲の『Mille egretz（千々
の悲しみ）』は、当時の国王も愛し、その後のさまざまな旋律の源流
ともなる美しいメロディー。そして、規則に縛られた古典和声とは
違い、その自由な和音進行が、なぜかとても心にしみる。それはキ
リスト教徒ではない日本人にとっても、涙がこぼれ落ちるほど美し
い旋律。 
                     織田信長と歓談する宣教師フロイス（1532-1897）   



宣教師達がポルトガルからわざわざ船に乗せて運んできた「ポ

ジティブ・オルガン」。金属を繊細に加工できる技術がまだない時
代なので、当然、おもなパイプは木製になる。木製のパイプを吹
き抜けて出てきたその響きを聞いたとき「尺八」の音が聞こえた。  

平均律のように規格化された音ではなく、ミーン・トーンの素
朴で、そしてどこか歪な音律に、まさに東西を越えた「古楽の響
の共通性」を感じた。 
 依嘱された曲の最後の部分は、『千々の悲しみ』をそのまま演
奏することに決めた。 
その音は、ポジティブ・オルガンの奏でる宗教曲のように、どこか悲しげに響き、おなじ時代につながる
楽器と音楽が芳醇に混ざり合うはずである。 
 
 
◆タイトルについて 

タイトルはラテン語の『ヨハネ福音書』からの 1節。 
古楽という所から直感的にタイトルのラテン語表示を思いついた。そしてイメージと合致する適切な言

葉を探した。 
 
「dicit ei Simon Petrus: 

Domine, quo vadis? respondit Jesus: quo ego vado non potes me modo sequi.」 
 

弟子のシモンが尋ねた「どこへ行かれるのですか？」 
そしてイエスは答えた。「私の行くところに、あなたは今ついてくることはできない」と。 

（8 章 21節） 
 有名な石を投げつけられている女性を救った逸話のすぐ後に出てくる一節。 
 
そもそも新約聖書は当初ギリシャ語で書かれていたが、その後、ラテン語に翻訳された。 

旧約聖書も含む『七十人訳聖書』（Septuaginta、または LXX）訳もそうであるが、古代の簡単な文字の連
なりを敷衍させ、翻訳のたびに都合の良い解釈を、単語や文字の中に織り交ぜてきている。 
 カトリックでは、ラテン語を原典としているので、原文のギリシャ語聖書から何かが加えられている。
しかし、ラテン語自体も古語であるので、現代語に翻訳する際には、さらに言葉を補う必要がどうしても
必要になる。ただ、その際に翻訳者の志向によって文章の意味が大きく変わる。 
  
 egoは、egoistic（エゴイスティックな、自分勝手、利己的）の語源となる言葉で、「私」を意味する 1
人称の人称代名詞。vado は「行く」を意味する動詞 vadere の直説法・1 人称単数形。で、quo は、「ど
こ？」という疑問詞で、この文全体では 2 度使われている。最初の quo は疑問詞で「どこ？」。そして、
この 2 度目の quo は末尾に「？」がなく、ここでは関係代名詞として使われている。ヨーロッパ言語の
ほとんどは疑問詞と関係代名詞が同一の場合が多い。なので、この文は関係代名詞からスタートしてい



る。ちょっとお洒落で、文学的な書き方！すべて合わせて「私の行くところ」となる。そして、関係代名
詞の示す先行詞が何であるかが謎になる。 
 この「私」の、つまりイエスの向かう先は、ゴルダゴの丘で磔刑に処せられる「死への道」。それは誤認
によって生じているが、それでもそれをひとりで背負い、罪の償いへと進む。 
 
作曲という行為を通して感じていることは、まさにこの「quo ego vado」であり、その先には使徒に伝

えたように「non potes me modo sequi」（あなたは今ついてくることはできない）なのである。曲を書き
続ける行為は、ひとりで未踏峰の山に登る感じがする。「危険です」と言われても進むしかない。数学者
や哲学者の先人達のように頭脳が破壊される感じも味わう。「誰も着いてきませんよ。ひとりぼっちにな
りますよ」と言われても、そんなことはどうでも良い。音楽の完成だけを目指して、まだ、だれも見ぬ音
楽語法を一歩ずつザイルに紡いでゆく。自分自身もそれに縛り付けて。ただ目に浮かぶのは、今はまだ雲
に遮られて見ることのできない、その山頂。 
 
「原始の風の音」とも言える噪音から、楽音の根源を築いた「西洋ルネサンス」へ至る響きの旅 

 

 

  



■尺八の音について 

 たとえばピアノで D 音（レ）をポンと弾くと、それは「レ」でしかない。あると言えば綺麗に音が減
衰していくだけ。フルートを吹く人は日々「ロングトーン」の練習が欠かせない。同じ高さの音を音程や
強弱が揺れることなく、できるだけ長く吹き続ける。それは限りなく純粋な音に近づける努力。しかし、
尺八はそうではない。 
 同じ「ロ」の音を吹いても、吹き出しから音が安定するまでに、様々な音が鳴る。ピアノのように「レ」
が鳴るなんていう単純なものではない。音が安定してからも、息や唇のほんの少しの変化によって音は
極彩色に変化する。そして、そのことは奏者によって異なり、また、同じ奏者でも楽器によって、その日
のコンディションによって異なる。ただ、残念なことに、そうした音の変化に気がついている奏者は少な
く、そのため、それらをコントロールできる奏者も少ない。 
 
 奏者によって、楽器によって、その出てくる音は異なるので、記譜することができない。したがって、
新曲を演奏してもらう際には、練習で奏者に直接、「その高い方でヒーと鳴っている音わかりますか？」、
「そこで息を急に細めたらどうなりますか？」、「その指使いのまま上の音に移れますか？」、「今の感じ
です。もう一度やってもらえますか？」と永遠と禅問答みたいな時間が続く。それをいくらしても無理な
奏者もいる。その多くは西洋音階を吹き慣れている奏者。恐らく彼らはフルートと同様に音を安定させ
ることに注力し過ぎているのだと思う。でも、尺八の本当に美しさはそこにはない。 
 

 ひとつの音を吹き始めた瞬間、僕の耳には次のように聞こえている。 
（1）まずは、息が唄口にかかるまでの「シュー」という息の音がする。 
（2）そして、息は唄口から管の中に入り、物理現象通り開管の振動がはじまり、管楽器本来の音が鳴り
はじめる。 
（3）しかし、ここからが面白い。普通の管楽器であればそこで安定するのに、奏者が吹き込んだ息の量
を通常の量に恐る恐る増やそうとした途端、その開管の原理は破綻して、管自体の空鳴り現象が起こる。
急にガソリンを過激に投入したためにシリンダー内での燃焼を継続できなくなり、エンスト状態になる
のと同じように、本来の音が一端途絶える。「ボー」っという原始的でお腹に来る音が鳴り響く。 
（4）そして、次の瞬間、音は一気に上方へ跳ね上がり「ショアァーー」と極彩色な倍音がいくつも飛び
散る。 
（5）そして、その閃光などなかったかのように、本来の音に瞬間で戻る。 
この間、約 1 秒。 
 （4）の高音に吹き散る倍音は、奏者によってまったく異なる。そして、ほとんど発音しない奏者もい
る。（3）の空鳴の時間も奏者によって異なる。この時間が長い奏者ほど、（4）のきら星が美しい。そして、
その奏者は（3）の時間もコントロールができる。（でも、多分本人はそのことを意識していないと思う） 
だから、仕方ないので、その音のチューニングは禅問答のようなもので調整をし続けなければならい。楽
譜や記号や、尺八の吹き方など、こちらが伝える手段がないので、「もう少しこうしたら」、「ああしたら」
と微妙なチューニングが続く。その時、僕はその中では、奏者の出せる「最大公倍数」の妥協点を探して
いる。 



 アメリカ人のある尺八奏者は「私はNewYorkerなので人から批判されるのに慣れている。だから何で
も言ってください」と言われたので、1時間ほど、ひとつの音について二人で格闘したことがある。また、
田辺洌山氏にオリジナル曲を初めて依頼され、手渡した時には、意図する難題を克服するため、高次倍音
をチューナーで計り、意図しない音を消してくれた。（本人はそのため十二指腸潰瘍になったと主張する
けど・・・ならば、「チューナー」もニクロム線から発火していたはず！？） 
 最近の若手は凄い！かつての数週間の努力や、数時間の禅問答を全く必要としない人種が登場してき
ている。「これなんかどうですかぁ？」、「こんなこともできますよぉ～」。この数十年の尺八奏者の技術的

進歩は凄まじいと感じた。本番前の限られた練習時間に僕は「ふわぁーー、すごーーー！！」と圧倒され
るばかりで、「じゃあ、2 番目のやつで」とお願いするのが精一杯で、その吹き替えられる違いが何であ
るのか突き止める時間はない。そして、その例示された標本は、音がしっかりと立ち上がったときのパタ
ーンであるので、時間と共に微細に変化する音については、練習時間内では短すぎて、ディスカッション
したことが残念ながらまだない。 
 
 こうした色彩豊かな音は琴古流の古典曲に多い。琴古流の本曲にはそれだけでさまざまな音が譜面の
奥に隠されている。これを言葉か記号で表現ができれば良いのに・・・と、琴古の曲を聴きながらいつも
夢見ている。そして、尺八曲を書く前にはいつも、琴古の曲を耳に入れ、尺八のその上方での美しいたな
びきを頭の中に呼び起こす作業からはじまる。その音は、奏者が気づいていないので、だから作為的な感
じのする音ではなく、管が、音と音の間に自然に作り出す音がそこに存在している。そして、CDでもそ
の成分は消えてしまうので、演奏会で実際に耳にすることも大切にしている。 
 
 で、これまで書いてきたのは、あくまで「吹きはじめ」の現象だけ。このほかにも、吹いている途中で
息の量が変わったとき。長く伸ばしているとき。息が苦しくなったとき。低音を吹いているとき。高音を吹
いているとき。メリ音の音程を無理に合わせようとしたとき。強く吹いて弱くしたとき。弱く吹いて強くし

たとき。2 音を無理になめらかにつないだとき。2 音を乱雑につないだとき。音程が大きく変わったとき。
音程を保つためにフォークフィンガリングをしたとき、などなど。また、わずかな指のスレがさらに記譜で
求められている音以外のはじけるような輝きを音と音の間に香り立たたせる。いくらでもそうした現象
が起きる「時点」を示せるけど、そこにそれぞれ数十のパターンが存在して・・・なんとか書き止めたい
けど、やはり、奏者による違いが多過ぎで指示ができない。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆尺八音の解析 

 こうした音をなんとか表現して、奏者に伝えようとこれまで様々な方法を試みてきた。 
まずは、周波数分析。次の 2つの図は、Adobe の音声編集ソフト「Audition」で『鶴の巣籠り』を読み込
んだもの。 
 
 もっとも、明るく黄色に見える部分が本来求められて
いる音。（ステレオなので上下 2 段になっている）場所
によっては、その黄色に示される音が 2 重、3 重になっ
ている部分もある。吹きはじめの部分や、強く吹いたと
きに起こることが多い。つまり、その時に倍音成分がは
っきりと形成される。（フルートとの比較などは、英ケン
ブリッジ大学出版『Music of Japan Today』chapter4 に
執筆） 
で、この図では分析して表示された音が音階に当ては

まっていないので、近似値のピッチ表示に切替えると・・。 
 
 途端、画面は暗くなる。（モノラル表示） 
つまり、音階以外にあれだけ豊かに鳴り響いていた音
群も、固定されたピッチ（=音階）に合わせてしまうと
これだけに減る。でも、意外と面白いのは、下の基音
に近い領域はピッチに当てはまらず、高音域になるとピ

ッチ音に当てはまる現象。（上部の方に筋が多く残って
いる）なので、その高い高次倍音が西洋式の耳にも明
瞭に聞こえてくるということ。そして、ここで消えて
しまっている低次の倍音こそが微妙な音程を形成し、
「玉虫色」に輝く音群の正体でもある。 
 
 この倍音をひとつひとつ拾う根気は典型的な O型性格の僕にはない。でも、現代は便利なもので、こ
れを請け負ってくれるツールがある。そのソフトは、どちらかというとクラブサウンドなどの音楽制作
ソフトとして有名な「Ableton」。これに読み込んで、どれほどまで音を捉えるのかをパラメーターに指
定すると、この高次倍音も含めて多くの音群をデータ化できる。 
 さらに、Abletonの最上位版は Computer Aided Programming の旗手であるソフト「MAX」を内包し
ている。なので、ここから直接、尺八音をMAXでプログラミング加工して、意図する音を出すことが
できる。倍音の構成もモジュレーションも自由自在。でも、それをしてしまったら尺八奏者が不要にな
ってしまう。そんなことより、邦楽器が本来持っている音色（ねいろ）の美しさが損なわれてしまい、
無味乾燥な人工音になる。目指しているのは、あくまでもアコースティックな楽器から出る「コントロ

ールされた自然音」を求めているのです。 



  
 
 
 
 

（上段：音源、中段：旋律のみ、下段：倍音を含む） 
 
 こうして捉えたデータを、今度は「楽譜清書ソフト」で、現代作曲家の共通の「筆」Finaleで開く。
すると馴染みのある五線紙に表示される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 実際に耳に到達している音は、最初の「周波数表示」のようにいくつもの音が聞こえているけど、こ
うして「濾過」して、五線紙に表示できる音はかなりシンプルになってしまっている。 
 で、この中から倍音のサンプルを採取する。 
 
 残念なことに、こうして採取した音は、単純
な音ばかりになってしまう。 
やはり、近似値で音階音だけを採取するのでは
なく微分音を使って 1/2 半音、1/4半音あたり
まで採取しないと望む音の垂直成分は会得でき
ない。 
 
実際、こうした音の採取を僕は、様々な演奏

家の CDからしている。ただ、高次倍音が出ていないのか、レコーディング・編集でフィルターをかけ
てカットされたのか、ほぼつかめない CDもある。また、曲（ジャンル？）によってもその差は大き
く、コード伴奏がついているような曲ではほぼつかめない。 
 
 



 期限も迫ってきているので、いよいよ「それでは作曲！」と、この採取した音から、逆に道をたどっ
て、旋律音に現れる倍音をリズムと共に書き込むと 2つ前の楽譜になり、できあがりはあまりにも単純
すぎて、原音で聞いたようないい音にはならない。やはり、作曲する上では豊かで正確な「採取サンプ
ル」が必要になる。 
 
 四捨五入で削って捨てた音こそに、尺八の音そのもの 

 
 

◆微分音 

 と言うことで、今度は、発音されている半音以下の音「微分音」を捉えて、再現する必要が出てく
る。と、言っても「微分音」はそれ自体が現代音楽でも、今、もっとも理論化が求められている領域な
のです。つまり、「微分音の和声」が理論化されていないどころか、微分音そのものに関する体系的な
理論書が未だ世界のどこにも存在していない。 
 たとえば、ドミソの和音については「和声法」という世界で、すでに数百年にわたり技法が確立して
いるけど、次の楽譜のような 1/2 半音の微分音（オクターブ 24 音階）でさえ、その和声法がまったく
体系化されていない。単に「調子の外れた音楽」でしかない。 
 
 
 
 
 もうひとつは、これだけDTMが発展した現代でも、微分音を処理できるDAW（音楽制作ツール）
が存在していないこと。音を出すだけなら iPhone のアプリでも可能だけれど、微分音を使って音楽を
制作となると、そうした決定的ツールは未だ存在しない。そのひとつの原因は、微分音をサンプリング
した音源がないことにもある。つまり、現状のツールは何かの音を電子的に引き延ばしたり、縮めたり
して微分音を作り出している。なので、現実にある音の肌触りがまったくしない。最新の DAW
「Bitwig」には微分音を作り出せる「micro pitch」が組み込まれて便利。ただ、この機能の目的は微分
音での曲作りではなく、歪んだ変な音を音色として利用するのが目的なので、創作の機能としては不十
分です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
微分音の処理は、世界的に見れば需要はかなりあると思うのだけど・・・。ホント、微分音は確認す

るだけでも面倒な存在になっています。 



◆平均律でのチューニング 
 微分音を特定するためには、そもそも演奏された音がどのような基準の上で作られた音かを事前に決
めておく必要があります。そうしないと同じ土俵の上で話しができなくなります。 

 
「今何の音か？」・・演奏された音をチューナーで計ります・・「ド」です。でも、その「ド」という

音はどんな基準に基づいた「ド」なのでしょうか？微分音についてだけじゃなくて、倍音など、すべて
の話しの根本として、その音がどのような音律の上で形成されているかを確定しておかなければなりま
せん。音楽を離れて周波数だけで議論をするのなら問題は無いのですが。 
ということで、この話を進めるためには、さらに遡って音律ということを考えなければなりません。 
 
音律は、楽器によっても異なりますが、現代の西洋楽器はオルガンをのぞいて、すべてが平均律と呼

ばれる音律の上で成り立っています。邦楽器の場合、そのたびごとに調弦する絃楽器は別として、音律
が固定されている尺八は一般に平均律で孔が開けられています。今度は、楽器製作者の問題になる。現
代の多くの楽器製作者は、奏者の求めに応じて平均律で音がでるように孔が開けられた楽器を使いま
す。そうした構造の楽器は洋楽器と合わせやすく、ポピュラー曲を吹きやすい。古い楽器になれば、自
然な音階が出るように孔が開けられている。その音階は今の平均律に慣れてしまった耳には、狂ってい
て、歪で、濁った音に聞こえかねないが、実はそこにこそ本来の邦楽の響がある。 
 
 演奏前に音を合わせるときに何を使いますか？ 
尺八ではそうした行為がないのですが、箏や三味線のような絃楽器では調弦をまずする必要がありま
す。この調弦の際に使われるのが調子笛。 
 
 そもそもは、ギターなどの西洋楽器のためのものだったのが、邦楽器用
に改良され、売り出されています。たとえば、写真のようなお箏用調子笛
は、絃と同じ順番で音が並んでいますので、初心者には非常に便利です。  
しかし、これは基準音が 440Hzになっていて、さらにそれぞれの音は

平均律で並べられています。そのことを誰も疑いません。（これは西洋楽器
の奏者も同じことがいえます） 
 
 実際、音律は非常に難しい問題が含まれています。 
多少歴史的に整理されている西洋音楽でも、平均律が世界を席巻した今では無頓着になっている領域で
す。 
 オーケストラなどでも各楽器奏者は、微妙な音程を出す際には、譜面台にチューナーを置いて「目」
でピッチを確認します。しかし、そのチューナーのほとんどが平均律で作られているのです。時々求め
られる、より美しい響を作るための純正律のピッチには、1 万円以上するごっついチューナーが必要に
なります。 
 
 



 写真のコルグ社製「OT-120」では、平均律のほかに「ピタゴラス」、「ミー
ン・トーン Eb、D#」、「ヴェルクマイスターIII」、「キルンベルガーIII」、「ケル
ナー」、「ヴァロッティ」、「ヤング」などのチューニングが可能です。これら
は、古典音律で使われるチューニング方法です。 
さらに、こえまでは古楽器の演奏などでおもに出くわす音律が、最近は原点

回帰ブームに乗って、Beethoven など、その当時のピアノでの演奏が流行って
います。Beethoven は今のようなピアノを見たこともなく、当時は「ピアノ・フ

ォルテ」というピアノへの移行期の楽器を使用していました。そうした楽器の
調律は古典音律でチューニングされていました。 
 しかし、こうした調律法を正しく理解し、実践できる西洋音楽家はほぼ存在しません。 
 
 

■邦楽本来の音律を探る   
 邦楽本来の音律はどのようなものだったのでしょうか？ 
手元にある CDに収まるいくつかの『六段の調べ』を聴き比べると、そもそも、開始の音からして異な
っています。 
 
 一見簡単なようなこの分析は極めて困難な解析です。 
それは、このテーマでもある邦楽器には倍音が多く含まれていて、手元にある簡単なソフトでは特定

の音を解析することさえできないのです。仕方ないので、耳でトップ音かなと思われる周波数をメモし
ました。さらに、本来なら、第 2音目、第 3 音目と解析して正確な音律を出せるはずなのだけど、前の
絃の音やほかの絃が共鳴して 2 音目以降は判別がほぼできない。まあ、音律は「平調子」ということは
分かっているのだけれど、ここでは本来の平調子が、現代の平均律でのチューニングとどれだけズレて
いるかが知りたかった。 

 
もうひとつ、この実験での困難な点は、できる限り古い演奏を参考にすれば、かつての音律が分かる

のではないかと考えたが、最近の復刻版では、そうした古い音源を様々と「加工」して、現代人の耳に
も歪みなく聞けるようにしてくれている。伸びきったマスターテープを平均律に音を合わせて調整し
て、音のゴミをお掃除してくれている。まったくのお節介で、聞きたい本来の音が消し去られてしまっ
ている。したがって、実験の前提がそもそも崩れているのかも知れない・・・。 
 
 本来の邦楽としての音律を探るため、3名の著名な箏曲演奏家の周波数を比較してみた。 
解析方法は、当初、いつもの Auditionで解析したけど、この場では「音名」が分かりやすく表示できる
ものが良いと考え、DAW ソフト「Cubase pro」に付属している音程修正のためのツール「VariAudio」
を使用した。VariAudioは本来「下手くそな歌手」の音程修正のためにあるけど、これで見ると本来の
音とどの程度ズレているかが一目瞭然に分かるので使用してみた。 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Audition は、倍音の周波数まで表示してくれるので、いろいろと面白いことが分かる 

 
VariAudioで、3 名の奏者を解析すると、開始音「五」の音は、中能島欣一は「816Hz」とかなり高

く、ほぼG#に聞こえる。宮城道雄の音は平均律の G音 784Hz に近い「773Hz」。その中間が米川敏子
の演奏「781Hz」。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 次にこれを VariAudio内で、旋律の動きとその音程を細かく見ていく。 

 
宮城道雄の演奏は、数Hz下がってはいるが平均律に極めて近い音律で奏でている。おそらく、宮城

道雄は西洋音楽の「楽典書」を点字訳して読み、同時代の作曲家の SPまで聞き入るほどクラシック音
楽を研究していたため、誰よりも耳が西洋の平均律に寄って行ったのではないかと想像できる。 
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 宮城、冒頭 3 音の解析 
 
 
一方、中能島の演奏では、最初の「五」の音はほぼ半音高くG#（1）。後半がヒキの指定どおりだ

が、半音以上に下がっていることがわかる（2）。このヒキはほかの二人の録音ではあまり聞き取れな
い。 

 
2 音目「三」の音で、中能島の演奏では本来到達するべきD#（平均律 622Hz）より大きく下がって

（616Hz）聞こえる 1。つまり、1音目と 2音目との幅が西洋音階より広く取られていると言うこと。 
それは、平均律が邦楽の世界までも支配する以前の、本来の調弦法（音律）を知りたかったが、もし

かしたら、このような音律だったのかも知れない。こうした傾向はいくつかの古い演奏で確認ができる
けど、それには録音・編集の問題が大きく関わってくるので、聞いた音をそのまま鵜呑みにするのは、
事実とズレて、無駄なこことになるかも・・・。 
 

 
1 ピッチを正確につかむためには VariAudio で音名に置き換えるより、周波数解析の方がよかったか 

1． 

2． 



 
 
 
 
 
 
 
 そして、これだけ幅があっても、どの音も「ソ」と判別できる絶対音感とは何者か、という新しいテ
ーマもここから出るのですが・・・。 
 
 
 さらに、別の問題も絡んでくる。 
上のグラフでも分かるのだけれど、「F#から G」までの半音は 44Hz であるのに対して、同じ半音の「G
からG#」までは 46Hzのひらきがある。つまり、音階は音楽教室で習うような均等な階段状ではな
く、上に登れば登るほど 1 段の幅が大きくなっていく。簡単に考えても、基準となるラの音は 440Hz
で、オクターブ上のラは 880Hz、基準音からオクターブ下のラは 220Hz。つまり、オクターブの関係は
振動比で倍の関係になっているのです。こうした関係を数学的には対数で表現をします。つまり、も
し、音の高さを数値で表わし、数学的な処理をしようとすると、すぐに log が登場してくるのです。 
 ここからは、さらに深遠なジャングルに分け入ることになるので、今は探検をしないことにします。 
 
 結局、何がこのあたりで言いたいかと言えば、「ある音」と言っても、一体、何を基準としてその
「音」は出されているのか、ということに答えられなければならないと言うことです。もっとも簡単で
単純なのは「平均律」の上ですべてを語ること。そうなると平均律とは何者であるかを知らなくてはな
らない。これがまた難解で、混乱を招く厄介な事柄。日常的に邦楽が（洋楽も）本来持っている音律か
ら懸け離れると、その美しい響きからも懸け離れてしまう。しかし、今となれば、邦楽が本来持ってい
た「音律」が所在不明になっている。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平均律 
宮城道雄 

五 

三 

中能島欣一 

2 名の奏者と平均律を比較した図 

宮城道雄の音律は若干低いがほぼ平均律の音間隔に沿っている。 

中能島は三の音が平均律に比べて低い。これが本来の音律なのか？ 



■現代音楽の素材 

 最近の現代尺八曲では、「微分音」や「多重音」を素材として使うことはもはや定番化しています。 
しかし、この音律の問題をまったく無視しています。もしくは、作曲家達はそんなことにまったく無頓
着なのです。 
 
＜微分音＞ 

 もし、微分音を曲の中で指定したとしたら、その音律は平均律から割り出された 1/4 音と言うことに
なります。実際の演奏では、耳で正確に音をだすことは難しいので、チューナーを譜面台に置くことに
なります。しかし、正確に微分音を出すためには、チューナーがセント表示をできなくてはなりませ
ん。そんなチューナー、西洋音楽の人でも持っている人は少ないです。いや、ほぼいない。となれば、
その微分音は適当な音でしかありません。また、指定された微分音を瞬間に立ち上がらせて吹くことは
現代の標準的な尺八奏者にはまだ不可能です。 
 また、仮にすべてを微分音で吹けたとしても、それは一般の聴衆にとっては聞き分けができません。
比較対象となる基準音が必要なのです。たとえば、すべての音が低めの「雅楽」の演奏を聴いて、一般
の人は「低い音で気持ち悪い」とは感じません。でも、もし、ピアノと一緒に演奏したら気持ち悪く感
じるはずです。最近の雅楽奏者は 440Hzで調律された楽器も持っていますが、普通のホールのピアノ
は 442Hzでチューニングされているので、やはり、一緒に演奏をするとピントの合っていない映像を
見せつけられているような感じがするのですが、案外、奏者は平気な顔をして演奏しているから信じら
れません。 
 
 
  
また、一般的な尺八奏者は、ある「長音」を吹く際に時間があれば、本来の音より「微妙に低い音」

から擦り上げてその音に到達します。アンブッシュの癖になっていると思います。 
 僕が、このような音が欲しい場合、上の楽譜のような微分音指定はしません。そもそも、上の理由か
ら、正確なその音は出ないと考えられるからです。そこで、練習の時、奏者の方に「擦り上げてもらえ
ますか」と伝えると、大抵はイメージ通りの音を演奏してもらえます。その音は決して正確に 1/4音の
微分音ではないのですが、その音の方がよっぽど尺八っぽくていい音がします。その上、奏者と楽器の
個性もだせます！ 
 
 
＜多重音＞ 

 次に、多重音です。 
通常の尺八の音は少なからず常に多重音が出ています。これを記譜で正確に指示できれば良いのです
が。それが出来ないから困っているのです。先にも書きましたが、「奏者」によって、「楽器」によっ
て、「コンディション」によって均一ではないのです。 



 
 
 
 

 
ここでの話しは、人工的に作られた多重音。 

多重音が出やすい指使いがあります。3 つくらいの多重音の出やすい指使いをいろいろな尺八奏者から
聞きます。しかし、曲を書く際に 3 つの中からしか選択できないのなら、よほど、その曲自体とその多
重音が曲の内部で密接に関連していないと使えません。結局、巷の作曲家は「多重音が使いたい」とい
う単なる欲求で、奏者に出やすい音を聞いて、その多重音を譜面に書きます。上の楽譜のように、楽譜
に「指使い」なんか書いてあると、「譜面（ふづら）」が良いので、もっともらしく見えます。でも、そ
の多重音の再現性は低いのですが・・・。 
では、僕はどうするかですが。まず、大前提に「なぜ多重音を使うか」という意義を考えます。 
それは、尺八の豊富に含まれている倍音の集大成の形状として登場させます。その役者の登場のさせ

方には様々な方法があります。これは曲の構成に関わることですが、犯人が最初に現われる映画もあり
ます。 
 多重音の中身については、奏者の方にまずは吹いてもらい、そこからその奏者の可能性を探っていき
ます。「どのくらい多様に音を導き出せるか」、「そうした音を聞き分ける耳を持っているか」、「その音
に再現性があるか」などなどを考慮して、最終的にお願いする多重音を決めていきます。先にも話した
とおり、多重音は「奏者と楽器」によって変わるので大雑把な記譜にしています。 
 

 
 
 
そこには、「どの指から」、「どのくらいの時間をかけて立ち上げて」、「どのくらいの強さで」、「どの

辺の成分が欲しいか」、「終わりはどのようにすれば良いのか」も、汚い手書き楽譜でも、グラフィカル
に書き示しています。（よく読み込めばわかります！）こうした作曲法は正直な姿勢だとは思うのです
が、しかし、作曲者なしに、楽譜だけでは演奏家が音のイメージを掴むのが難しく、再現ができないと
いう欠点もあります。でも、上の指使いを指定した楽譜でも、実際にはどんな音が出るのかまで指定さ
れていませんので、同じことなのですが・・・。本当なら次の楽譜のように具体的な音を指定したい所
です。 

 
 
 
 

 さらに、その多重音を奏者がきちんと数秒間、一定に持続し続ける必要があります。その途中で音量
が変わったり、ましてや重音の中の音が意図なく消えてしまったりしては意味がありません。 
 耳の良い奏者であれば、その倍音を途中で増減することもできます。これは楽譜に示すと下のように



なります。この場合も練習の際に奏者の方に多重音を吹いてもらい、そこから「上の方の音消せます
か？」とか、様々なトライがはじまります。こうして組み上がった「増減する尺八の多重音」は、笙の
合竹や手移りの美しさにまったく引けを取らない美しさがあります。（笙の合竹も不協和音です） 
 
 
 
 
 この多重音の問題は西洋音楽の世界でも同じことが言えます。 
多重音を利用しようと思いついた作曲家は、やはり奏者から聞いた数パターンの多重音から選んでいま
す。そうなると、「音のため」ではなく「多重音という響を使いたい」からだと、邪な思いと見ます
が・・。 
 
 しかし、西洋音楽では多重音が使われ初めてから長い時間が経ちますので，心ある演奏家が自分の楽
器について研究しています。 
 次の写真は、クラリネット奏者が微分音や多重音について書いた 500 ページもある書籍の多重音のペ
ージの見開きです。「指使い」のほか、「強弱の範囲」、「難易度」、「音色」まで細かく掲載されていま
す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 また、微分音では、単なる指使いの掲載だけではなく、そこでは避けて通れない倍音成分までが掲載
されています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 さらに、この著者はバス・クラリネットについても同様な書籍を記しています。 
 
 上のオタク的な奏者が作るテキスト以外にも、オーケストラ楽譜を出版する大手のひとつ「ベーレン

ライター社」からも管楽器に関する現代奏法が楽器ごとに出版されています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

フルート編、左：微分音、右：多重音 

 
 こうした研究は、作曲家や音楽研究者ではやはり不十分で、演奏家本人が研究をしなければ詳細な解
説ができない。ぜひ、こうした研究をまとめて、出版するような尺八奏者が出てきてもらいたい。（も
しかしたら、僕が知らないだけで、海外の奏者が既にまとめているかも・・・） 



 そして、今風に言えば、作曲家にもそうした音響のエビデンスをきちんと求める姿勢が欲しいと思い
ますが・・。 
 
 

◆モジュレーションについて 

 自慢じゃないけどオーケストレーションは天才的な技術を持っています。 
で、現状に満足することなく、さらなる高みを目指しております。たとえば、電子楽器からでる音をア
コースティック楽器だけを使って再現できるか、というチャレンジ。 
 聞いた音を頭の中でアコースティックな楽器の響に置き換えていく。そんなことを数十年続けてき
た。そんな素材だけのつまらない「音響」を「音楽」としてオーケストラが披露するはずもなく、時間
だけが過ぎていった。そうした悶々とした日々のある日、IRCAM（Institut de Recherche et 
Coordination Acoustique /Musique）から信じられないソフト「Orchid」が登場した。 

 
IRCAMは、1900 年頃、印象派の登場で、絵画・音楽ともに数百年ぶりに芸術の中心国をフランスが

取り戻したことを、今後も 50 年・100年とその中心国としての立場を継続するためにはどうすれば良
いかと考え、国策として未来の芸術を推進するための組織としてフランス政府によって設立された。時
代は、1970 年ポンピドー大統領の時代。音楽で言えば、60 年代後半からミュージック・コンクレート
などの電気音楽がはじまった時期。その後 80 年代になるとコンピュータを利用した電子音楽に移り、
IRCAMは数々の電子音楽制作ツールを開発した。その目的は、作曲家があらためてプログラミングを
学習しなくとも、簡単に思い描いた音響を実現してくれるツールを作ることにある。その開発の途上で
数多くの特許などが作られたこともあり、現代は当初の目論み通り、フランス音楽界が世界を席巻し続
けている。（ただこれは再現芸術である音楽ではなく、最先端の音楽での話し） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orchidは、たとえば「犬の遠吠え」を録音して、その音声ファイルをこのソフトに読み込ませる
と、上のように，その音が音程として解析される。ここまでなら従来の体の良い音響解析ツールでもで
きていた。Orchid が凄いのは、これを音響として再現するために、オーケストラの楽譜に自動で落し込
むことにある。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 そこには、細かな強弱指定や演奏技法の指定がされているけど、その通りに演奏すれば「犬の遠吠
え」がアコースティックなオーケストラで再現できる。「犬の遠吠えは簡単でしょう」と思うのなら
ば、もっと複雑な「街のざわめき」などなら納得できますでしょうか。 
 
 この発想が生まれてきた背景には、僕のように「どんな音でもアコースティック楽器で再現したい」
という命題ではなく、国家的な意味あいがあるのです。 
 
 Orchid のような処理をするためには、音響解析の基礎となる「フーリエ変換」または「逆フーリエ変

換」が必要となる。フーリエ変換とは、音声のような複雑な波形を単純な 3つの正弦波に置き換えるこ
とができるもの。さらに、その逆を言えば、単純な 3つの正弦波から複雑な波形を作り上げることがで
きる。これが逆フーリエ。つまり、Orchidは内部で、フーリエ変換を屈指して最終的に楽譜を提示して
くれるツールなのです。 
そして、この公式を編み出したのはジョセフ・フーリエ（1968-1930）はフランス人

数学者なのです。つまり、闇雲にツールを作っているのではなくて、その背景には
きちんと「フランス国家」としての戦略が支えているのです。 
 
 残念なことに、この Orchidは Apple OS X の特定のヴァージョンで作成されてい
るので、現在のOSを搭載したマシンでは動作しません。本当に残念です。 

 
 
Orchidが自由に使えない現在では、やはり自分で考えなければなりません。そもそも、Orchid では

尺八を置き換え楽器として指定はしなかった・・。 
このアコースティック楽器への音の置き換えで、最大のチャレンジは、「モジュレーション」と「フォ

ルマント」です。 



 シンセサイザーが登場してから、作曲家はもうひとつのジャンルとして電子音楽を作曲の技法として
学習しなければならなくなり、その副効果として、アコースティックの世界に「電子音楽の考え方」が
持ち込まれてきました。たとえば、音自身の響の経過を示す「ADSR」2もそのひとつです。 
 
  
   
  
 
 楽器の性質により、こうしたパラメーターは様々です。シンセサイザーはそれをマネして、擬似的に
楽器音を作り出します。アコースティックの領域では、本来のあり方と異なった ADSRを構成すること
で新しい音響が誕生します。 
 
 
＜モジュレーション＞ 

 しかし、こうした並行輸入が難しいものにモジュレーションがあります。 
電子楽器のモジュレーションには「オシレーター」、「フィルター」、「エンベロープ」、「LFO」などが

ありますが、同じ音響効果をアコースティック楽器で作ることは非常に困難です。 
 ツマミを回して、連続的に音色を変化させたような音作りはアコースティック楽器では非常に難し
い。難しいと言うより、ほぼ不可能です。 
 
 しかし、尺八の場合には、西洋楽器と違い、上部の倍音の成分が多く出ているので、それを連続的に
変化させることができればモジュレーションが作れます。ただ、その場合には、上部の倍音の出方にギ
ャップがあってはなりません。もしくは、使う時間を短くしてギャップの出ない場所を使うのも手かも
知れません。恐らく、心ある、かつテクニックをお持ちの奏者が少し練習をすれば可能になるのではな
いかと思います。と、少し光明を見つけたところで、さらなる難題「フォルマント」。 
 
 
＜フォルマント＞ 

 最も簡単な例で言えば、同じ高さの音なのに「アイウエオ」と聞こえる原理です。 
喉で発生された音は口の中の形で音声が与えられます。同じ
音でも、基本となる周波数成分（F1）のほかに強調されてい
る別の周波数性成分（F2）があります。 
 
  
 
 

 
2 Attack、Decay、Sustain、Release 



 この 2 つの大きな強調された周波数の山の位置は、発生する母音によって 2 つの組み合わせが異なり
ます。F1はおもに口を開ける大きさによって変わり、F2は舌の位置など口腔の形状によって変わると
されています。平坦な言語である日本語を使っていると、口の中を柔軟に活用することができず、単純
な母音のみになってしまいます。複雑な母音を操る第 2 外国語の習得を困難にしている一因でもありま
す。 
 
 
 
 
 
 
 この、口腔内での出来事をなんとか尺八で再現できないかというのがこの難題です。 
尺八を吹きながら、口の中で声を発音をして同時に出すなどは、ここではインチキとします。 
 
 何名かの尺八奏者にこの難題を尋ねたところ、そもそも、口腔内の形を変える時点で尺八から音が出
せなくなる、と言う意見が多かった。ほかにも、いろいろな案を頂いたが、どれもトリックに近いもの
ばかりで音楽として納得できる発音レベルではない。 
 ひとつ興味があり、ヒントになりそうなものは、「地無し尺八」でそのような音が吹けたという話し。
考えて見ると確かに、地なしの場合は筒の中が均一ではないので、息を吹き込む方向によっては様々な
音が出る可能性がある。まさに、口腔内を尺八の筒内で再現している感じ。しかし、基本的なフォルマ
ントの原理は、やはり、吹き出し口の開閉の大きさと内部の容積・形状の変化にある。どちらも竹材で
固定されている尺八の場合、フォルマントの発生は原理的に難しいのか・・・。 
  
  
 
 
 
 西洋楽器のフルートには絶対に不可能に思える。もしかしたら、クラリネットなら何かできるかも知
れない・・・。尺八がこれを完成させれば、世界中の現代作曲家の興味は飛躍的に集まります。 
 
できそうな気がするんだけど・・。 

 
 
 
 
 
 
 



■配置について 

 当初、12 名だった奏者予定がコロナの影響もあり 10 名に減らされた。10 名もいれば十分音響効果は
出るのだけれど、ただ、配置を考えると「数」が難しい。 
 
 最初に考えたのは台形に配置すること。これでは左右のステレオ効果が半減するので、当たり前すぎ
るけど「コの字」配置で、若干左右に開いてもらう形を採用した。 
 次に、管の長さと配置との問題。オーケストラのような配置を考慮すると下手側が高音で、上手側が低
音になる。管も 3 種類くらい使えば可能。でも、何のためオーケストラのような音高を傾斜配置にする
必要があるのか。意味が無いので却下。 
 
 当初は、もうひとつ要求があったが、これもコロナのために消えたアイディア。 
それは配置を途中で変えるという依頼。配置を換えると言えば真っ先に思い浮かぶのは、我が師 篠原

眞（1931-）の『9管楽器のための Play』（1982）。こうした配置転換により新たなグルーピングを形成し、
音響に変化を持たせるアイディアは 70 年代後半にはじまった。当時は、その奏者の移動にも意味を持た
せ、その移動がステージ上での最大のパフォーマンスだった。まさに「前衛」と言われる作品となった。
ということで、心の中では「少し古くさいかな」と思っていたが、恐らくこの演奏会を聞きに来る聴衆層
にとっては目新しいことかも知れないと、パターンを考えていた所、残念なことにこの依頼もコロナの
影響でNG になってしまった。 
篠原作品は、奏者が 9 名であるので同じコの字状でも 3－3－3 と配置ができるが、今回は 10 名なの

で、それをどう解決するかにも頭を悩ませた。結果、3－4－3と、中央正面が 4名の奏者となった。「そ
んな簡単なことを」と思われるかも知れないけれど、曲の進行上、その配分で不都合が生じないかを譜面
のあらゆる場所で詳細に検討しなければならない。実は、一部で不都合が生じてしまっているのだけれ
ど、恐らく作者以外は誰も気がつかないだろう。 
 
 
 
 
 
 
 
 こうして決定した 3 つのグループに、それぞれ 1 名の A 管奏者を設定した。これは音響的な意味合い
もあるが、それと同時に後半の『千々の悲しみ』でどうしても A 音が必要になってしまったため。練習
を開始する直前に、R 側の 1 番奏者と A 管の 3 番奏者の位置を入れ替えた。この方が若干、上手に向か
って低音傾向が出ると考えたから。 
 それぞれのグループの役割はほぼ均一。つまり、L 側や C 側が中心的役割をすることがないように音
を配置した。実際のステージ上での音の動き（奏者の技能）と、音楽としての声部の動きを一致させるた
めに多少苦労と工夫を重ねていた。 



◆アンサンブル能力について 

 当初、書き上げた曲を本番にかけるために、指揮者が必要かと考えていた。ただ、できるならば指揮者
を立てたくはない。 
最初の練習で実際に演奏を進めてみると、まったく、そんな心配も必要なく、アンサンブルが形成され

ていった。普段から顔見知りとは言え、難解な曲を 10 名もの奏者がしっかりとアンサンブルを形成する
能力があることに驚いた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 邦楽の世界、たとえば、箏曲のステージなどでは、幕が上がると、誰も指示やかけ声をかけてなくても
一斉に弾きだす。何度見ても、不思議な光景。 
 
 私たちアジア人には、「空気を読む」という能力が備わっています。 
インドネシアのガムランなどは、休符を挟んだ速いパッセージや、突然のテンポ変化も、だれかリーダー
の指示を見ることもなく、緻密にアンサンブルを形成していきます。西洋では、それが出来ないので指揮

者という人が必要となるのです。 
 
 
 こうした能力は、「空気が読めない」と言われている若者でさえも持っています。たとえば、学生をサ
ンプルに、簡単な手拍子でのアンサンブル能力の実験をしても、やはりアジア人の遺伝子は確実に受け
継がれています。 
 
 また、西洋の数学的拍節に頼らない、アジア圏独特の拍節感が存在します。 
自由に伸び縮みをするテンポと、ブレスのように休符を形作る「間」。その驚異のアンサンブルはアジア
人でなければ実現はできない。 



 
 譜面を見て分かるとおり、矢印がある音はその音を聞いてからスタートをすれば良いので、ここには
前後関係のリレーションが存在します。しかし、そうしたリレーションを持たないパートの音符は、適当
な場所で演奏をします。しかし、もし、息が足りなくなって早目の息継ぎをして、自分のパートだけが全
体より早く進行したり、また、その逆に、自分のパートを朗々と歌い込んでしまい伸びてしまったとして
も、アンサンブルは一糸乱れぬ状態で、見事に伸縮して見事な 10本の尺八による有機体を形成していっ
たのです。むしろ、拍節がしっかりある曲の後半『千々の悲しみ』の方が多少ギクシャクしていたかも知
れません。後半は、ポジティブ・オルガンの音が再現されるように、抑揚を極端に減らして、ストレート
に吹いてもらうように頼んだので、むしろ難しかったのかも知れません。 
 
 と、ここまで書き進んできても、自作の作曲法についてはほとんど語っていないことに気がつきまし
た。許されるのであれば書きますが、恐らくこの数倍の分量となると思います。 
 
 聴衆を入れての演奏会ができず、録音のみとなりました。 
1 度目の録音で十分に目的は果たせたと僕は思いステージに近づくと、既に奏者同士が何やら話し合って
いるのです。ということで、2 度目の演奏がされ、さらにさらに良い音で記録が残りました。会場本番が
なかったからこそできたことかも知れません。そして、この難題に快くトライして頂いた奏者の皆様に
感謝いたします。 
 
 僕の耳には、この先にモジュレーションや音響空間としての工夫や、後半にクラヴサンを加え古楽感
を強める音が鳴っています。近いうち、そのアレンジ版も製作してみたいと考えています。 


