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1 はじめに 
筆者は府中囃子を習い、府中での大規模な

祭である「くらやみ祭」や府中の地元の祭に

笛方の助力として一昨年から参加している。 
この貴重な体験を経て、私の中でそれまで

の退屈な鉦・太鼓・笛の音の羅列は、活き活

きした創造性高い音楽に生まれ変わった。 
こうした体験を中心に据えて解析や考察を

加え、府中囃子音楽の構造を明らかにしてい

きたいと考えている。本報では、先ず音楽の

中軸を成すと思われる囃子音楽の音律につい

て考察する。 

2 囃子用篠笛と調律笛 
筆者は笛を習い始めるにあたって、他の楽

器との合奏もできればと考え、ある程度上達

するまでの練習用として「調律笛」という西

洋音階に調律された笛を用いた。この笛で練

習をしている間、笛の師匠から「これは篠笛

ではない」という指摘を何度となく受けた。

その後、手が難しくなるにつれ高音部の音の

出がよくないことから（後に「調律笛」の高

音部は別の運指をしなければ音が出せないこ

とを知ることになるが）、半年も経たないうち

に囃子用の笛（以降「囃子笛」とする）を改

めて購入することとなった。２つを並べてみ

ると指孔の位置や形状にかなりの違いがある

ことが分かる（Fig.1 参照）。外見から見ても、

囃子笛では同じ形状の指孔がほぼ等間隔に並

んでいるのに対して、調律笛では様々な形状

の指孔を用いて西洋音律にチューニングして

いることが見てとれる。 
囃子笛の場合、旋律を奏でる他の楽器と合

奏する必要がないという特殊な条件があり、

十分に調律されていない単純な指孔の構造で

も矛盾なく囃子音楽が成立する。時間の経過

と共に、この単純な指孔の構造が固定化し、

結果として西洋音階とは異なった囃子音楽の

音律が固定化したものと想像される。 
ここに至って「調律笛」が確かに「篠笛で

ない」ことを確信することとなる。 
篠笛は一本調子から十二本調子という名称

で表される移調楽器である。1 本数字が大き

くなる毎に半音低くなり、調律笛の場合一本

調子が F 管に、十二本調子が E 管に相当する

ように調律されている（但し、「調律笛」の場

合、一本調子および二本調子は製作されてお

らず、三本調子から十二本調子まで、すなわ

ちG管から半音刻みでE管までが市販されて

いる）[1]。また指孔の数により６孔笛と７孔

笛が存在する。 
 本報では、府中囃子で標準管とされている

７孔四本調子の笛について調査した。 
また調査した笛は関東以北では主流とされ

る「獅子田流」の１つで東京都足立区にある

大塚竹管楽器社製のものである。囃子笛は「竹

渓・籐巻き仕上げ」、調律笛は「東雲」という

名称のものである。 

 
Fig. 1  “Hayashi-fue” and “Chouritsu-fue” 

 
*The constitutions of Music for Fuchu-hayashi (Part.1  A scale of Shinobue), 
by TOKITA, Yasuhiro (Waseda University). 
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Table 1  Dimensions of the tone holes, distances between tone holes, 
the corresponding resonance frequencies, and its ratio on Hayashi-fue 

 
 歌口 第７孔 第６孔 第５孔 第４孔 第３孔 第２孔 第１孔

孔の長さ×幅[mm] 13×10 10×9 10×9 10×9 10×8 10×8 10×8 10×8
歌口からの距離[mm] 0 161 192 221 249 276 301 325
共鳴周波数[Hz] - 833.9 711.4 626.0 561.1 511.5 471.2 438.0
周波数比[-] - 1.90 1.62 1.43 1.28 1.17 1.08 1.0
純正律比[-] - 1.875 1.667 1.5 1.333 1.25 1.125 1.0

 
Table 2  Dimensions of the tone holes, distances between tone holes, 
the corresponding resonance frequencies, and its ratio on Choritsu-fue 

 
 歌口 第７孔 第６孔 第５孔 第４孔 第３孔 第２孔 第１孔

孔の長さ×幅[mm] 12×11 10×9 10×9 10×9 9×9 11×10 10×8 6×6
歌口からの距離[mm] 0 169 199 226 257 284 316 346
共鳴周波数[Hz] - 833.9 711.4 626.0 561.1 511.5 471.2 438.0
周波数比[-] - 1.94 1.68 1.48 1.32 1.20 1.09 1.0
純正律比[-] - 1.875 1.667 1.5 1.333 1.25 1.125 1.0

 

初めに、囃子笛および調律笛の各寸法を

Table 1 および Table 2 に示す。文献[2]を参

考に、管尻から歌口に向かって、指孔を第１

孔から第７孔と呼ぶこととする。また歌口お

よび指孔は一般に楕円形状であるので便宜上、

笛の長手方向の径を長さ、断面方向の径を幅

と呼ぶこととする。 
次に、この寸法を基に、開口端補正を行い

[3],[4]、歌口-各指孔間の共鳴周波数を算出し

Table 1 および Table 2 に示す。 
篠笛は大甲音（３オクターブ目の音列）の

音の出を重視することから管尻部分の長さを

かなり大きくとる傾向がある。結果として、

筒音（全指孔を閉じた音）の音程が悪くなり、

基本的には筒音は囃子では用いられないとさ

れている。そこで、管尻側の１孔のみを開い

た共鳴周波数を 1.0 として周波数比を算出し

Table 1 および Table 2 に示す。あわせて同周

波数を基音とした純正律長音階の周波数比を

示す。調律笛が純正律音階と近い値を示すの

に対して囃子笛は特に完全 4 度および 5 度の

ずれが目立ち、それぞれ純正律と比べて 66.3
および 82.8 セント小さい。 

3 まとめ 
祭囃子に用いられる篠笛が西洋音楽とは異

なる音律をもっていることを示した。この特

殊な音律をもった楽器による演奏をもって初

めて囃子音楽が成立する。 
しかし、今回の調査はあくまでも大塚竹管

楽器社の１製品について調査したに過ぎない。 
四本調子以外の他の調子でも同様の音律構造

をもつのか。獅子田流の他の篠笛も同様の音

律構造をもつのか。関西など他の地方の篠笛

はどのような音律構造を持つのか。その他か

なり大掛かりな系統だった調査をしなければ

日本全体の篠笛の音律構造は解明できない。 
また大甲音を中心に数多くのクロスフィン

ガリングが存在する。こうしたクロスフィン

ガリングの音に対しては本報で行った単純な

開口端補正だけでは共鳴周波数を求められな

い。実演奏の録音データを参考値としながら

数値シミュレーションを行うなど[5]して、府

中囃子に用いられる様々な指使いに対する音

程を全て求めたいと考えている。 
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