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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　樹脂を含浸させた紙基材をうず巻式に多層巻にして製筒された管状素材を用いた笛にお
いて、笛としての粗加工後またはおよび仕上げ加工後に熱処理を施したこと、を特徴とす
る笛
【請求項２】
　請求項１記載の記載の笛において、歌口近傍を同一外径の管とし、該同一外経端から管
端方向に向かってテーパ加工を施したこと、を特徴とする笛
【請求項３】
　請求項１ないし請求項２記載の笛において、唄口形状を、丸隅付き三角形・底部二隅が
丸隅付きの三角形・丸隅付き台形としたこと、を特徴とする笛
【請求項４】
　請求項１ないし請求項３記載の笛であって長短からなる数種の笛において、唄口と唄口
に隣接する孔との間で、唄口を構成する部分と音律を決定する部分とに２分し、唄口を構
成する部分の長さを一定の長さにし、唄口の位置を管頭から一定の位置にしたこと、を特
徴とする笛
【請求項５】
　請求項１ないし請求項４記載の笛において、親指支持用またはおよび小指支持用の窪み
を設けたこと、を特徴とする笛
【請求項６】
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　請求項１ないし請求項５記載の笛において、邦楽および洋楽用の２種の音調表示を設け
たこと、を特徴とする笛
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願発明は、音楽に用いられる笛に関する。
【背景技術】
【０００２】
　邦楽器としての笛は、我が国独自の民族芸能楽器・伝統的な素朴な楽器として広く使用
されてきており、尺八には真竹、横笛には雌竹という竹材が用いられてきている。
尺八に使用される真竹は太く節の間隔が短いのに比べ、篠笛・竜笛（横笛）など横笛に使
われる雌竹は細く節の間隔が長いのが特徴で、この特徴がその使い分けの主たる理由とな
っている。
いずれも、かっては日本各地方で身近に存在した素朴な素材である。
【０００３】
　竹材は、外側の表皮・内側の表皮・中間部の竹材独自の繊維組織の硬軟の微妙なバラン
スと、真円度に少し欠ける内円の形状、竹の先端にいくにつれて内径が小さくなること（
以下「すぼみ」という。）、肉厚の不均一性等々に起因して、笛材としての竹材は、固有
の独特かつ個性豊かな、響き・冴え・音色の、素晴らしい音を奏でる素材として、古来か
ら人の心を魅了してきている。
【０００４】
　しかしながら、竹材はその植物としての繊維組織的性質から、長さ方向には強靱ではあ
るが、周方向には極めて亀裂が入り易い・割れ易いという性質を有している。
また、亀裂が入り易い・割れ易いという性質から、操作性・装飾性を高めるための付加的
な加工は、ともすると斥けられてきた。
【０００５】
　また、主として学童用向けの笛として、合成樹脂で一体成型された笛が市販されている
。
しかし、一体成型することから、強度を確保するために管の肉厚を厚くせざるを得ず、そ
の結果笛は重くなり、吹き手の疲労が増加する。
さらに、一体成型することから、成型時の加工温度の低いことが望まれ、その結果耐熱性
に乏しいのが現状である。
【０００６】
　民族芸能楽器としての笛の音の調子（以下、「音律」と総称する。例えば、洋楽のハ調
等というのに相当する。）は、日本各地でその地方独自の民族芸能に適合する笛の音とな
るように、整えられており、また、二つの音の間の距離を示す音程も各地方毎に微妙に異
なっている。
特に音程は、笛にあっては、指を等間隔に開く方が吹奏しやすいため、指間隔が同じにな
るように（以下、「古典的音程」という。）開孔された笛が製作されてきた。
この開孔間隔が一定の横笛を、一般に「篠笛」または「竜笛」と呼んでいる。
【０００７】
　笛には、歌い手あるいは合奏する楽器（例．三味線）の音の高低に合わせるため、基準
音が異なる笛があり、一般には、オクターブを１２の音からなる音階を用いて十二律とし
、これを、低音側から、一本調子、二本調子、．．．．．、十二本調子（以下これらを総
称して「音律調子」「音律表示」という。）と呼んで、笛の種別をしている。
オクターブを１２の音からなる音階で表わすことは、五線譜で音を表現する洋楽も同じで
あるが、古典的音程では、指間隔が同じになるように指孔が開孔されていることから、邦
楽には洋楽とは異なる音程の音が存在する。
また、笛を作る製管師の感覚に起因する場合もあり、各地方で基準音が異なることもあっ
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て、ある地方で音律調子を○本調子といっても、他の地方では□本調子となるのが通例で
あり、各地方によって微妙に異なることは致し方ないことであった。
さらに、音階の調整も、天然素材である竹を使用する以上、内径の大きさやすぼみ具合が
まちまちであること等から、複数の笛で同一にすることはすこぶる困難な作業である。
【０００８】
　一方、近年洋楽が広まるにつれ、五線譜で表現された音楽を吹奏する機会が増え、また
、他楽器との合奏をする必要から、五線譜で表現された音程を吹奏できる笛が要求され、
開孔間隔が一定ではない、五線譜音程で吹奏できる、いわゆる「みさと笛」も広く使われ
るようになってきている。
【０００９】
　篠笛は、概略以下のように製作されてきている。
素材の雌竹は、そのものの選択に充分意が払われ、刈り取った雌竹は火灸で曲がりを矯正
し油抜きを施し、粗寸法切りし、１年以上の日陰干し乾燥がされる。
乾燥が済み製管作業が可能となった竹は、節を管頭にし、管尻から詰め物を挿入し樹脂あ
るいは塗料等で詰め物を固定し、土粘土・紙粘土等で仕切壁を製作する。
その後、調律しつつ開孔され、完成する。
さらに、高級品にあっては、ひび割れ・歪み等を効果的に防止するため、また艶・光沢を
出すために、燻し工程・藤を巻く工程・塗装工程等の劣化防止あるいは強化処理・装飾処
理が施されている。
なお、唄口形状には、円形・楕円形が用いられてきている。
【００１０】
　製管作業においては、音律に係わる加工寸法、音程に係わる加工寸法を如何にするかが
最重要問題である。
笛素材の竹材が一様でないことから、竹材の微妙な差異を考慮して製作されるとは言え、
笛の鳴り調子・音色も個々に微妙に異なることは至極当然のこととされてきており、製作
時に調律測定器で調律されているとは言えども、指孔を開け替えて調律する訳にも行かず
、いわゆる勘所で調整・妥協せざるを得ないという宿命を負っている。
このため、同一の音楽的性能を有する笛を製作することは至難のわざであり、不可能視さ
れてもいる。
【００１１】
　また、天然材である竹を素材とする関係上、ひび割れや歪みが生じ易く、このため、保
管時には、乾燥し過ぎないように、また、過分な湿度を含まないように、すなわち、恒温
・恒湿状態に置かれるように、絶えず注意が払われている。
しかしながら、吹奏時には吹き手の呼気に含まれる水分により、吸湿・乾燥がくり返され
ることから、ひび割れ、歪みの発生は不可避な問題である。
【００１２】
　以上のことを裏返して考えると、笛の素材として天然材である竹を素材とする限り、自
然環境の変化に強く、経年変化にも耐えられる笛を製作することは至難なことを意味し、
また、強度の確保を重視せざるを得ないことから、操作性・装飾性を高めるための付加的
な加工は斥けられてきた。
【００１３】
　また、天然材である竹材は、素材そのものの入手の困難性、素材そのもの材質の差異、
内・外径が真円度に少し欠ける円の形状、内径の大きさ、すぼみ具合、肉厚も一定してい
ないこと等に基づき、竹材固有の独特・個性豊かな音を奏でるものとして、銘笛と称され
る笛も存在するが、一方、上記の事情から、音律的・音程的に同一物を製作することが困
難であり、どうしても音律的・音程的に不確か・曖昧なものとならざるを得ない側面を有
し、このような事情は暗黙のうちに了解され、使用されてきている。
【００１４】
　しかし、近年邦楽器も合奏する機会が増えたことから、各笛の音律・音程が整っている
必要が生じ、従来の音律の笛また音律表示では、吹奏者相互で混乱を生じ、支障を来す場
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合が多くなった。このため、一般多数の吹き手にとっては、統一・均一な音楽的性能を有
する笛が必要となり、洋楽の広まりに伴って、洋楽の音律、音階を参考にした表示が必要
視され、かつ、邦楽・洋楽併用の統一的な表示が求められようになってきている。
【００１５】
　また、吹く息に含まれる水分が管内に溜まり、それも気温が低いと結露・水滴化しやす
く、管内に滞留する水分は笛の鳴りを悪くすることから、水分除去処理が求められる。
水分除去には、唄口から導線を管尻に通し、導線端に括り付けた布等を唄口を通じて管尻
から引き出す方法が用いられており、この方法では吹奏上重要な唄口を損傷する場合もあ
る。
また、この方法では、唄口と仕切壁との間に溜まった水分を除去するのは困難である。
【００１６】
　また、天然材である竹を素材とする関係上、笛を２分することは、嵌合部でひび割れや
歪みが生じ易く、さらに嵌合部は着脱の繰り返しによって緩みが生じ易いため、尺八を除
き、笛を２分する方法は採用されてきていない。
【００１７】
　さらに、天然材である竹を素材とする関係上、管の内径を、複数種に統一的に分けて、
男女別あるいは年齢別に適した笛を製作することは困難であった。
【００１８】
【特許文献１】特許電子図書館の公報テキスト検索（公開特許公報）で、以下の条件で検
索したが、該当すると思料できるものはありません。　　　　　　　　　　　　　　　　
　　「要約と請求の範囲」　「笛」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＡＮＤ　
「ＩＰＣ」　　　　　　「Ｇ１０Ｄ９／００」「Ｇ１０Ｄ７／０２」　　　　　　　　発
見された件数は、　２３件
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
　本願発明の目的は、自然環境の変化に強く、経年変化にも耐えられる笛、装飾性を高め
た笛を安価に提供することにある。
【００２０】
　また、音色の豊かな笛、初心者にも容易に音が出せる笛、耳障りな音の発生が少ない笛
を提供することにある。
【００２１】
　さらに、笛中に滞留する水分除去が簡単にできる笛、老弱男女に適した笛を提供するこ
とにある。
【００２２】
　また、種々の音調の笛を簡易に楽しむことができる笛、吹き手に吹奏しやすい、疲労の
蓄積しにくい笛を提供することにある。
【００２３】
　加えて、音律的・音程的に統一された同一性のある、種々の音律調子の笛を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【００２４】
　笛の素材として、樹脂を含浸させた紙基材をうず巻式に多層巻にして製筒された管状素
材を用いた。
【００２５】
　さらに、上記管状素材を粗加工後またはおよび仕上げ加工後に熱処理を施すことにより
、素材の強度を高めるとともに、経年変化による装飾的効果を、年の経るのを待たずに、
引き出した。
【００２６】
　管端方向に向かってテーパ加工を施すことにより、響きを良くすると共に素材が内包す



(5) JP 4567494 B2 2010.10.20

10

20

30

40

50

る木目模様を引き出した。
【００２７】
　閉管にするための仕切壁の素材に天然樹木素材またはおよび珪藻土を用い、該仕切壁を
可動にし、仕切壁と管端部からなる閉管部分に空気孔を設けた。
【００２８】
　管頭部の閉管構造として、管に差込み着脱自在な栓（以下「管頭栓」という。）を採用
し、管頭栓に着脱を容易にする機構を設けた。
【００２９】
　さらに、様々な形状の唄口を用意した。
【００３０】
　唄口を構成する部分（以下「唄口部分」という。）と音律を決定する部分（以下「音律
部分」という。）とに２分し、また、唄口部分の長さを一定の長さにし、さらに唄口の位
置を管頭から一定の位置にして、多数の唄口と多数の音律調子の笛を組み合わせて使用で
きるようにした。
【００３１】
　親指支持用・小指支持用の窪みを設けて、吹き手に吹奏しやすい、疲労の蓄積しにくい
笛とした。
【００３２】
　また、響鳴用孔を設けた。
【００３３】
　さらに、邦楽・洋楽併用の統一的な表示を明示することにした。
【００３４】
　工業生産される素材が使用できることから、管の内径に複数種の内径を採用し、さらに
、本願発明を、軽金属管・木管にも適用することとした。
【発明の効果】
【００３５】
　笛素材に、樹脂を含浸させた紙基材をうず巻式に多層巻にして製筒された管状素材を用
いたことから、以下の効果が得られる。
イ）強度、例えば耐熱性・耐吸湿性・耐衝撃性・耐磨耗性、の良い笛が得られる。
　耐熱性・耐吸湿性・耐衝撃性は、保管性を良くし、経年変化に強くなる。
　耐磨耗性は、特に唄口の損耗を防止するのに役立つ。
　強度が高まったことから、軽量な笛が得られることになった。長時間一定の姿勢で吹奏
することから軽量であることは、吹き手の疲労を軽減するのに役立つものである。
　特に、うず巻式に多層巻にして製筒された管状素材であるから、周方向に格段に強い材
料であり、従って、吹き手が数本の笛を脇差して使用するような扱いにも充分耐えること
ができる。
ロ）寸法性が良い。
　均一かつ一定した材質の素材であり、内径の大きさが一定、すぼみが無い、真円度の良
い、肉厚の一定した素材を使用したことから、音律的・音程的に同一物を製作することが
可能である。
ハ）加工性が良い。
　管状に製造された素材であって、樹脂を含浸して固形化された均質の素材であるから、
均一な内径に、薄く切削することが容易であり、その結果薄い管壁は、響鳴性を良くし、
響きを良くし、また硬い音の発生を防止する。
　紙を基材とすることから、加工性に方向性がなく、手細工も容易であり、均質性のある
笛ができる。
ニ）工場生産される素材であるから、任意の内径の素材が容易に入手でき、天然材を長時
間乾燥した後加工するのに比べ、材料費が安価に済む。
ホ）樹脂を含浸させた素材であるから、内面・外面に、ニス等の塗料を塗布する必要はな
く、その上、年を経るにつれて艶・光沢が増し色合いが鮮やかになる。
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　使用する樹脂により可燃性の少ない、人体に無益な、環境に悪い影響を与えない笛を製
作することができる。
【００３６】
　本願発明に使用した樹脂を含浸した紙基材をベースとする管状素材は、経年変化によっ
て飴色に変化し、重厚な風合いをかもし、装飾性の優れた笛となるが、所定の熱処理を施
すことによって、経年変化による上記効果と同等の効果が得られるが判明した。
したがって、粗加工後またはおよび仕上加工後、熱処理を施すことによって、重厚かつ魅
力的な風合いの笛を生産することができ、市場に出すことが可能になった。
また、上記熱処理は、表面に硬化被膜を発生させる効果も合わせ持つことから、耐磨耗性
を高めまた経年変形を少なくすることができる。
このことは、嵌合部を有する２分した笛においては、嵌合着脱の繰り返しによって生ずる
損耗を防止する効果があることから、笛の耐久性を格段に高めることができる。
さらに、笛内面にいても硬化の効果が得られることから、笛の音色の冴え・響きに優れた
笛が得られるようになった。
【００３７】
　樹脂を含浸させた紙基材をうず巻式に多層巻にして製筒された管状素材は、テーパ加工
を施すと、木目模様が現われ、経年変化で飴色・褐色の模様、重厚な風合いをかもし、装
飾性の優れた笛となる。
また、素材としての特に円周方向の強度が優れていることから、文字・模様の彫刻が容易
にでき、装飾性の優れた笛が製作できる。
【００３８】
　竹材を用いた場合、管尻から詰め物を挿入し樹脂あるいは塗料等で詰め物を固定し、土
粘土・紙粘土等で仕切壁としているが、本願発明では、詰め物を使用せず、詰め物相当部
分を空管とし、仕切壁には管素材とは別個の天然樹木素材（例．コルク）を使用できるこ
とから、素材に応じた豊かな音色、例．柔らかな音、とすることができる。
特に、吹く息に含まれる水分が管内に溜まると鳴りが悪くなり、それも気温が低いと水滴
になりやすいことから、水分処理が求められる。
この点、コルクは水分を吸収する性質があることから、吹奏中の音色の変動・響きの変動
を防止することができる。
【００３９】
　笛においては、唄口の形状や大きさが異なると、唄口端と仕切壁との僅かな距離によっ
て、笛の鳴り調子の善し悪しが変動する。
従って、笛の一端を閉管にするための仕切壁の位置を調整可能にできれば好都合である。
そこで、本願発明では、仕切壁を可動にし、唄口端と仕切壁の最適距離を調整可能とした
。
【００４０】
　笛端の閉管部分に空気孔を設けたことにより、仕切壁を通じて漏れ出る水分を除去する
ことができる。
【００４１】
　水分吸収性の良いコルク等の天然樹木素材を使って閉管処理することにより、水分除去
処理の度合は格段に向上したとはいえ、閉管構造が固定的なものであることに起因する限
界がある。
即ち、唄口と仕切壁との間に滞留する水分の除去は困難である。
そこで、本願発明では、閉管部を着脱自在な栓（管頭栓）によって閉管とすることにより
、管頭栓を外せば、尺八のように直管となり、単に管頭から管尻に布等を押し込むだけで
水分除去が可能となった。
【００４２】
　管頭栓の差込み部分の唄口側にＯリングを設けて、閉管部の密封性を良くし鳴り調子に
及ぼす影響を少なくするとともに、管頭栓の着脱を容易にしていることから、随時簡単に
管内に滞留する水分を除去することができる。
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【００４３】
　従来の笛の素材が竹材であって、割れやすいことから、唄口の形状としては、伝統的に
、円形・楕円形が用いられてきている。
本願発明では、強度にすぐれた人工の管状素材を使用したことから、唄口形状として、長
円形・丸隅付き矩形・丸隅付き三角形・底部二隅が丸隅付きの三角形・丸隅付き台形も、
対象となった。
笛は作音楽器（エアリード楽器）であるから、息の入れ方次第で音が出ることになるが、
初心者にとって音を出すことができるようになるまでに相当の努力と時間が要求される。
また、吹き込む息の渦状態が、吹き手の唇・歯並び、息の吹き方、熟練度等によって変化
して音色に影響することから、吹き手によって最適な唄口の形状は異なることになる。
従って、種々の唄口形状の笛があれば、初心者は自己に適切な唄口を短時間のうちに見つ
け出すことが可能になり、初心者を速く上達に導くことができることになる。
一方、熟達者には、唄口形状に応じた微妙に変化する音を楽しむことができることになる
。
【００４４】
　上記において、種々な唄口形状のものを採用したが、他方では十二律に基づく多数の音
調の笛が存在することになる。
これらの全ての場合を考慮した笛を用意することは、経済的な負担を強いることになる。
そこで、唄口部分と音律部分とに２分し、唄口部分の長さを一定の長さにし、さらに唄口
の位置を管頭から一定の位置にしておけば、唄口部分と音律部分を自在に交換できること
から、様々な音調の笛を楽しむことができ、また他の楽器と容易に音調を合わせることが
可能となる。
また、初心者でも容易に音の発生技法を会得でき、かつ種々の音調の笛に速く熟達できる
ことになる。
【００４５】
　さらに、笛を２分したことにより、唄口部分と音律部分とは自在に回転させることが可
能となったことから、唄口と指の位置を吹奏者の都合に合わせて運指することが可能とな
り、吹奏が容易になり、かつ疲労の軽減に役立つことになる。
【００４６】
　唄口に近い親指用の孔は、みさと笛では乙音および甲音の双方の音を出すために使用さ
れる。
みさと笛で篠笛を兼ねる場合は、上記孔は塞いでおかなければならず、粘着テープ等で塞
ぐが、その場合に親指の置き場が無く、笛の支持・構えが不安定になる。
また、小指・親指を預ける場所として笛に窪みを設けておけば、吹奏が楽になる。
なお、このような窪みは、竹材を素材とする笛では割れやすさを促進することから、加工
されてきていない。
【００４７】
　唄口と唄口に隣接する孔との間に響鳴用孔を設け、響鳴用部材を張り付けることにより
、微妙な響鳴音の発生が可能となる。
【００４８】
　民族芸能楽器としての笛の音律は、日本各地でその地方独自の民族芸能に合った笛の音
となるように、整えられており、一方、近年洋楽が広まるにつれ、五線譜で表現された音
楽を吹奏する機会が増え、また、他楽器との合奏をする必要から、五線譜で表現された音
程を吹奏できる笛が要求され、開孔間隔が一定ではない、いわゆる「みさと笛」も広く使
われるようになってきている。
かかる場合に、邦楽・洋楽併用の統一的な音調表示があれば、統一的に扱うことが可能に
なり、極めて至便となる。
【００４９】
　笛の内径を複数種に統一的に分けることは、竹を素材とする笛では容易ではなく、特に
管径が長さ方向にしぼむことから、一層困難である。
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本願発明は、工業生産材を用いたことから、複数種の内径を採用することが可能となり、
吹奏者、例えば老若男女別・子供用、に適した笛を提供できるようになった。
例えば、太い管は、体力を要するが、音量豊かな迫力ある音を楽しむことができ、また、
統一された内径の笛を使用することによって、統一的な音色・音量の合奏としても楽しむ
ことが容易となり、演奏曲目に合致した音調的に統一ある笛を使い分けることができ、ま
た複数種としたことからその演奏曲目の範囲が広くなる。
【００５０】
　さらに、本願発明を、樹脂を含浸させた紙基材をベースとする管状素材のみならず、軽
金属管・木管にも広く適用した。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５１】
　以下の実施の形態では、横笛について記載するが、記載の大部分は縦笛にも適用できる
ものである。
図１に、本願発明の全体を示す。
笛の本体を構成する管の素材には、樹脂を含浸させた紙基材をうず巻式に多層巻にして製
筒された管状素材が用いられている。
樹脂には、一般にフェノール樹脂が使用される。
この素材を用いたことによる効果については、記述の通りである。
管の径・長さは、音律調子によって異なるが八本調子で、内径１３.５ｍｍ程度、外径１
９ｍｍ程度、長さ４００ｍｍ程度である。
管尻１７から、筒音調整孔９、第一指孔（小指用）１、第二指孔（薬指用）２、第三指孔
（中指用）３、第四指孔（人差指用）４、第五指孔（薬指用）５、第六指孔（中指用）６
、第七指孔（人差指用）７、第八指孔（親指用）８、さらに、唄口１０が開孔されている
。
また、時には、響鳴用孔１２が開孔されることがあり、この場合には響鳴用箔１４が貼り
付けられて使用される。
筒音調整孔は、笛の音調を決める際に開孔されるものである。
管頭１５と唄口の間には、仕切壁等が設けられているが、これらについては後述する。
【００５２】
　樹脂を含浸させた紙基材をうず巻式に多層巻にして製筒された管状素材の熱処理は、粗
加工後またはおよび仕上げ加工後に行われ、含浸する樹脂の特性に応じた適切な熱処理が
行われる。ベークライト樹脂を含浸させた紙基材の管状素材の場合は、約１２時間、１２
０℃を維持できる恒温炉中で加熱する。
【００５３】
　本願発明の笛には、図２に示すように、管端に向かって長さ２１またはおよび長さ２３
のテーパを設けている。
管の肉厚が厚いと音の響きが減少し音は固くなるが、逆に薄くすれば響きが増大し音が柔
らかくなることを考慮し、さらに管としての強度を勘案し、加えて、素材に起因する木目
模様・笛全体形状の装飾性を考慮して、これらテーパの長さ・傾きが決定される。
なお、このテーパ加工により、図２に示すような、素材に起因する木目模様が現われ、時
の経過とともに飴色・褐色の重厚な色合いがかもし出されることは上述の通りである。
なお、管としての強度を考慮して管尻端の部分をテーパを施さずに残して補強部３４とし
てもよく（図３）、また、管尻端の部分に補強管３５を嵌合して接着剤で固定してもよい
（図４）。
また、文字・模様の彫刻を、主として、長さ２２の平行部に、容易に施すことができ、装
飾性を一段と高めることができる。
【００５４】
　管頭側の構造の実施例の一（管頭部の実施例１）を、図５に示す。
唄口１０から距離３１を離して、仕切壁５０を設ける。
距離３１は、笛の鳴り調子の善し悪しを決める上で極めて重要な意味を有する。
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なお、従来の笛では、仕切壁については、上述のように単に詰め物を詰め土粘土等で仕切
壁とするだけで、唄口に対する仕切壁の位置に対しては殆どの場合格別な注意が払われず
、適当な位置で妥協しているのが現状である。
本願発明では、人工の管状素材を使用したことから、雌竹の節に相当するものはなく、距
離３１を鳴り調子を試ながら適切な寸法に決めることができる。
また、仕切壁の素材として任意の素材を使用でき、特に竹以外の天然樹木素材を使用する
ことにより、天然樹木素材の音響学的性質、例えば適度の吸音率、を利用して、従来の笛
の音色に近い音、あるいは、それ以上の優れた音を奏させることもできる。
例えば、コルクを使用して柔らか味のある音色の豊かな音を奏させることもできる。
また、コルクには、気密性を保ちながら、適度に水分を吸収する性質があることから、吹
奏中の音の変動を防止する効果もある。
なお、本実施例１においては、空気孔５８が開孔され、仕切壁５０は接着剤５７で固定さ
れ、管端には管頭蓋５２が接着剤５７で固定される。
空気孔は、仕切壁から滲んで出てきた水分を排出させ、管頭部内部の湿度を一定に保つ働
きをするものであり、また、開孔の効果を笛の音質に与えることもできる。
また、仕切壁の厚さは、使用される素材の音響学的性質を考慮して決定されるが、コルク
の場合は５ｍｍ程度の厚さのものが使用される。
【００５５】
　管頭側の構造の実施例の他の例（管頭部の実施例２）を、図６に示す。
唄口１０の形状や大きさが異なると、唄口と仕切壁の最適な距離３１も変化する。
特に、初心者は、音の発生技法を会得するまでが一苦労であり、ともすると、この段階で
笛の習得を断念してしまう場合が多い。
このような事態を避けるには、先ず、音の出やすい唄口が望まれる。
一方、吹き込む息の渦状態が、吹き手の唇・歯並び等によって異なることから、初心者に
最適な唄口も異なり、唄口と仕切壁の最適な距離も異なることになる。
そこで、本実施例２においては、仕切壁を可動にして、この問題に対処することとしたも
のである。
Ｏリング溝（図示省略）を笛端内面またはおよび管頭蓋兼用回動つまみ６２に設け、Ｏリ
ング６３を介して管頭蓋兼用回動つまみが笛に回動自在に取り付けられる。
仕切壁６０の軸心にめねじ（図示省略）が切られており、螺杆６４のおねじ（図示省略）
と螺合された後接着材で仕切壁と螺杆は一体化される。
管頭蓋兼用回動つまみの内部の軸心にめねじ（図示省略）が切られており、該めねじに螺
杆のおねじ（図示省略）と螺合され、管頭蓋兼用回動つまみを回すと、螺杆および仕切壁
は管頭あるいは管尻側に動き、距離３１が変化するようになっている。
なお、仕切壁と螺杆とは螺合せずに、嵌合して接着材で固定してもよい。
螺杆および管頭蓋兼用回動つまみの素材としては、強度上から一般には合成樹脂材が使用
され、螺杆には金属材料も使用される。
また、本実施例２においても、空気孔６８が開孔されているが、その大きさ・作用は実施
例１の場合と同様である。
【００５６】
　管頭側の構造の実施例の他の例（管頭部の実施例３）を、図７に示す。
本実施例は、管頭部の実施例１の場合の仕切壁に音量調整孔７１を設け、該音量調整孔の
開口面積を微調整可能にしたものである。
唄口１０と距離３１を置いて、音量調整孔を有する仕切壁７０を設け、音量調整孔に栓（
図示省略）をして、笛の鳴り調子を試て、仕切壁を接着剤７７で固定するのは実施例１と
同じである。
Ｏリング溝（図示省略）を笛端内面またはおよび管頭蓋７２に設け、Ｏリング７３を介し
て管頭蓋は笛に取り付けられる。
管頭蓋の内部にめねじ（図示省略）が切られおり、該めねじに回動つまみ７５の弁棒７４
のおねじ（図示省略）が螺合するように、回動つまみが設けられている。
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回動つまみを回すと、弁棒は仕切壁の音量調整孔に接近しあるいは遠ざかって、音量調整
孔の開口面積が調整される。
音量調整孔から、吹き込んだ息の一部が空気孔７８を通って放出されるが、その放出され
る空気の量は、音量調整孔の開口面積の大小に応じて、調整され、音量の大小が制御され
る。その結果、耳障りな音の音量を小さくすることができ、特に、初心者の練習にも好都
合となることは上述の通りである。
管頭蓋および回動つまみの素材としては、強度上から一般には合成樹脂材が使用される。
なお、本実施例３の空気孔７８の大きさは、音量調整孔との関係から、管内断面積の３分
の１程度が推奨される。
また、本実施例３では、弁棒の先端形状を母線が直線の直円錐としているが、母線が曲線
の錐体（例．紡錘体の一部）としても良く、要は、空気量の微調整がしやすい形状であれ
ば良い。
【００５７】
　図１５は、管頭部に、管に差込み着脱自在な栓（管頭栓１００）を設けた実施例を示す
。
本実施例では、栓構造の管頭栓１００を、栓部分１１０と仕切壁部材１２０とから構成し
ている。
【００５８】
　さらに、仕切壁部材１２０には、単数または複数の空気孔を設けてもよい。
図１５の実施例では、管の軸中心に空気孔１２１を設けた例を示している。空気孔の径は
、Φ１.２ｍｍ程度である。
また、栓部分１１０には管の軸中心に、仕切壁部材の空気孔１２１と同程度の径の空気孔
１１１、および管の軸方向と直交する空気孔１１８を設けてもよい。
空気孔１１８の径は、Φ２.０ｍｍ程度であって、空気孔１１８の軸と空気孔１１１の軸
とは交わる必要もなく、また直交する必要もない。 さらに、空気孔１２１と空気孔１１
１との間にΦ１０ｍｍ程度の空隙１１７を設けてもよいが、これにより管頭栓の軽量化を
図るとともに、空間の容積を大きくして結露の防止も図ることができる。 
なお、空気孔１１８は、図１３に示す房孔９７と同様に房孔を兼用させることもでき、房
・鈴を取り付けて使用した場合を図２３に示す。
【００５９】
　管頭栓１００を管から外して置いた際、紛失しがちまた机等から転落しがちであること
から、管頭栓の最大外径を構成する部分を角型とすることもできる。
図１６に、管頭栓１００の最大外径を構成する部分を６角形断面とした例を示す。
断面形状としては、一般に６角形が用いられるが、他の多角形でもよい。
【００６０】
　図１５に示すように、栓部分１１０にはＯリング溝（図示省略）が設けられ、唄口側に
設けたＯリング１１３によって笛内面と管頭栓の密封性を良くし鳴り調子に及ぼす影響を
少なくし、また着脱を容易にしている。
さらに、本実施例では管頭側にもう一つのＯリング１１４を設けて、密封性を高めている
。
本実施例の場合には、Ｏリングに JIS-P型 を使用している。
栓部分は木製のものあるいはプラスチック成型されたものを使用し、仕切壁部材１２０に
は天然樹木素材や珪藻土を固めた素材で軟質なものが使用される。
軟質な素材を使用することにより、吸湿効果による音質の劣化を回避でき、また音質調整
において端部を削りとって調整していけば、正しい鳴り調子に短時間で簡単に合わせるこ
とが可能となり、さらに素材が天然樹木素材や珪藻土であることから取替も容易に行うこ
とができる。
また、本実施例では、管頭栓に輪溝状の窪み１１９を設けて、管頭栓の着脱の便を図ると
ともに装飾性を高めている。
【００６１】
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　本願発明の笛に適用できる唄口の形状を、図８に示す。
竹を素材とする笛にあっては、割れやすいことから、円形８１・楕円形８２が使用されて
いるが、本願発明の笛は、強度にすぐれた人工の管状素材を使用したことから、長円形８
３・丸隅付き矩形８４・丸隅付き三角形８５・底部二隅が丸隅付きの三角形８６（底部二
隅部分の図示は省略）・丸隅付き台形８７も、唄口形状の対象となったものである。丸隅
としては、２ｍｍＲ程度が使われる。
吹き込む息の渦状態が、吹き手の唇・歯並び、熟練度等によって変化して音色に影響する
ことから、長円形・丸隅付き矩形・丸隅付き三角形・底部二隅が丸隅付きの三角形・丸隅
付き台形とすることにより、吹き込む息の渦状態が微妙に変化し、それに応じて音色が微
妙に変化した音が発生する。
特に、底部二隅が丸隅付きの三角形も対象としたのは、上部の鋭利な角で特異な音が発生
することを考慮したものである。
また、各種の唄口形状を採用することにより、初心者にも容易に音が出せる唄口を提供す
ることができる。
【００６２】
　唄口部分と音律部分とに継手４０で２分した例を、図９に示す。
上記において、種々な唄口形状のものを採用したが、他方では十二律に基づく多数の音調
の笛が存在していることから、これらを自在に組み替え可能にしておけば、初心者を始め
として熟達者にとっても至便である。
この場合、多数の音調の笛を通じて、唄口部分の長さ２８を一定の長さに統一し、さらに
、管頭から唄口までの長さ２４も一定の長さに統一しておけば、各音調の笛の音調を損な
うことなく、自在に組み替えが可能になる。
唄口部分の長さ２８としては１２０ｍｍ程度、また、管頭から唄口までの長さ２４として
は６０ｍｍ程度が推奨される。
また、２分割されるとコンパクトになり、持ち運びにも至便である。
継手には、図１０および図１１に示すように、差込みプラグ４１・４３を受口ジャック４
２に差し込む構造を採用している。
差込みプラグ４１（尺八では「ほぞ」と呼ばれるものに相当する。）は、笛の素材を利用
した場合を示し、差込みプラグ４３は、素材とは別の素材、例えば金属製の筒、を利用し
た場合を示す。
受口ジャック（尺八では「嵌口」と呼ばれるものに相当する。）は、笛の素材を利用した
場合を示す。
使用時には、差込みプラグと受口ジャックを嵌合させて一体とする。
また、差込みプラグの外径および受口ジャックの内径およびそれらの長さは、多数の音調
の笛において、同一寸法に統一して、互換性を担保している。
なお、受口ジャックの外周に補強を施すこともできる。
【００６３】
　２分した管の嵌合部分は、嵌め込み時の過大な力で、損傷を生ずることもあることから
、嵌合時の衝撃力を緩和する措置が望ましく、このための一方法として、図１７に、２分
した管の嵌合部分に、管の長さ方向に圧縮されるようにＯリング１３３を設けた状況を示
す。
【００６４】
　２分した管の嵌合部分は、管相互の密着性を維持しながら、管相互の脱落を防止するこ
とが望ましいが、図１８ないし図２１に、実用に供される脱落防止・固定機構を示す。
脱落防止・固定機構には、差込みプラグ・受口ジャックにテーパーを設けて嵌合させる方
法（図示省略）、差込みプラグに凸起用切込み（図１８）や凸起（図示省略）を設けてプ
ラグとジャックの間にばね圧を働かせる方法、袋ナットを用いて締付け固定する方法（図
１９）差込みプラグに縦スリット（軸方向スリット）を設けて嵌合する方法（図２０）、
２重管構成とした空隙にプラグを嵌合する、ストレート吸着を利用する方法（図２１）等
があり、実用に供される。
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なお、テーパを用いる方法において、テーパを差込みプラグ・受口ジャック全長に渡って
施す必要はなく、テーパーを形成する勾配として ０.１～０.２／２５程度のものを、差
込みプラグ側に設けている。
【００６５】
　また、音律部分だけの場合はもとより、唄口部分と音律部分を一体化した場合、さらに
笛として一体化した際の転落をも防止できるようにすることが望ましい。
　図２２に、外側に６角形断面を有する受口ジャック４４を音律部分に嵌合した例を示す
。断面形状としては、一般に６角形が用いられるが、他の多角形でもよい。
【００６６】
　親指支持用の窪み９２・９３および小指支持用の窪み９４を設けた場合の例を、図１２
に示す。
【００６７】
　笛としての装飾性を高めるために、房９６をさげる房孔９７および反射シート取付用溝
９８を設けた例を、図１３に示す。
これら装飾性を高めるための加工は、竹を素材とする笛にあっては、割れを促進させる可
能性が高いことから、考慮の外とされてきたものである。
【００６８】
　邦楽・洋楽併用の音調表示を管頭１５に設けた例を、図１４に示す。
図では、管頭に設けた例を示すが、笛の胴（管部分）に設けても良い。
特に、管頭部の実施例３(図７)の場合には、管頭に設けにくいことから、笛の胴（管部分
）に設けられる。
なお、「Ｃ／八」とは、洋楽Ｃ調・邦楽八本調子を表わし、他に、Ｄ／十、Ｄｂ／九、Ｂ
／七、Ｂｂ／六、Ａ／五、Ａｂ／四、Ｇ／三等がある。
【００６９】
　笛の内径を複数種に分けるに際し、２種あるいは５種以上に分けることも可能であるが
、本願の実施例では、老弱男女によって吹く力が異なることから、各々の吹く力に適した
笛として、３種ないし４種の内径に分けている。
内径１３ｍｍは、主として体力の弱い吹奏者、例えば女性・子供・高齢者用として、内径
１３.５ｍｍは、男女共用として、内径１４ｍｍは、主として男性用として製作される。
なお、上記３種に内径１２ｍｍを加え、小学校低学年生用としても良い。
当然のことながら、音律調子は内径によって異なるものとなり、内径の小さな笛は音域が
高い方に移動する。
そこで、本願発明では、標準音階寸管として C調 をとり、内径１３ｍｍは Bb・B・C・Db
・D、内径１３.５ｍｍは A・Bb・B・C・Db・D、内径１４ｍｍは G・Ab・A・Bb・B・C、内
径１２ｍｍは B・C・Db・D の音調が出るように製作される。
【００７０】
　なお、上記においては、本願発明は工業的に生産される樹脂を含浸させた紙基材をベー
スとする管状素材について実施例を示してきたが、他の工業的に生産される管状素材、軽
金属管・木管、に実施することは至って容易であり、かつ実施例は上記と同様であるので
、省略する。
【産業上の利用可能性】
【００７１】
　本願発明は、日本古来の民族芸能楽器としての笛に関するものであり、芸能分野での利
用可能性は極めて高いものである。
特に、五線譜で表現された洋楽器と邦楽器の混乱を取り除いて融合させるのに役立つもの
であるから、音楽の分野においても利用の可能性は大なるものがある。
【００７２】
　また、素材に使用される樹脂は従来から使用されてきているものであるから、吹き手の
健康を損なうことがなく、環境面からみても、産業上の利用可能性の高いものである。
【００７３】
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　さらに、工場生産された素材を用いるものであり、加工も機械加工を主とするものであ
るから、産業上の利用可能性の高いものである。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】全体を示す平面図である。
【図２】テーパ加工によって笛に現れる木目模様を示す側面図である。
【図３】管尻部分にテーパ加工を施さない場合を示す断面図である。
【図４】管尻部分に補強管を嵌合・接着した場合を示す断面図である。
【図５】仕切壁を示す断面図である（管頭部の実施例１）。
【図６】可動仕切壁を示す断面図である（管頭部の実施例２）。
【図７】仕切壁に音量調整孔を設けた場合を示す断面図である（管頭部の実施例３）。
【図８】唄口形状を示す平面図である。
【図９】２分割にするための継手を示す平面図である。
【図１０】継手の構造を示す断面図である。
【図１１】継手の構造を示す断面図である。
【図１２】親指支持用・小指支持用の窪みを設けた場合を示す側面図である。
【図１３】房・房孔・反射シート取付用溝を示す側面図である。
【図１４】邦楽・洋楽併用の音調表示を管頭に設けた場合を示す側面図である。
【図１５】管頭栓の構造を示す断面図である。
【図１６】管頭栓の断面形状を６角形断面とした断面図および側面図である。
【図１７】差込みプラグにＯリングを設けた継手の構造を示す断面図である。
【図１８】差込みプラグに凸起用切込みを設けた場合を示す側面図および断面図である。
【図１９】袋ナットを用いた場合を示す断面図である。
【図２０】差込みプラグに縦スリットを設けた場合を示す断面図である。
【図２１】ストレート吸着を利用する場合を示す断面図である。
【図２２】受口ジャックの外側断面形状を６角形断面とした断面図および側面図である。
【図２３】管頭栓の空気孔に、房・鈴を取り付けた場合を示す側面図である。
【符号の説明】
【００７５】
　　　１　　第一指孔（小指用）　　　　　　　６０　　仕切壁
　　　２　　第二指孔（薬指用）　　　　　　　６２　　管頭蓋兼用回動つまみ
　　　３　　第三指孔（中指用）　　　　　　　６３　　Ｏリング
　　　４　　第四指孔（人差指用）　　　　　　６４　　螺杆
　　　５　　第五指孔（薬指用）　　　　　　　６８　　空気孔
　　　６　　第六指孔（中指用）　　　　　　　
　　　７　　第七指孔（人差指用）　　　　　　７０　　音量調整孔を有する仕切壁
　　　８　　第八指孔（親指用）　　　　　　　７１　　音量調整孔
　　　９　　筒音調整孔　　　　　　　　　　　７２　　管頭蓋
　　１０　　唄口　　　　　　　　　　　　　　７３　　Ｏリング
　　１２　　響鳴用孔　　　　　　　　　　　　７４　　弁棒
　　１４　　響鳴用箔　　　　　　　　　　　　７５　　回動つまみ
　　１５　　管頭　　　　　　　　　　　　　　７７　　接着剤
　　１７　　管尻　　　　　　　　　　　　　　７８　　空気孔
　　２１　　テーパの長さ　　　　　　　　　　８１　　円形（の唄口）
　　２２　　平行部の長さ　　　　　　　　　　８２　　楕円形（の唄口）
　　２３　　テーパの長さ　　　　　　　　　　８３　　長円形（の唄口）
　　２４　　管頭から唄口までの長さ　　　　　８４　　丸隅付き矩形（の唄口）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８５　　丸隅付き三角形（の唄口）
　　２８　　唄口部分の長さ　　　　　　　　　８６　　底部二隅が丸隅付きの三角形（
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の唄口）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８７　　丸隅付き台形（の唄口）
　　３１　　距離　　　　　　　　　　　　　　
　　３４　　補強部　　　　　　　　　　　　　９２　　親指支持用の窪み
　　３５　　補強管　　　　　　　　　　　　　９３　　親指支持用の窪み
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９４　　小指支持用の窪み
　　４０　　継手　　　　　　　　　　　　　　９６　　房
　　４１　　差込みプラグ　　　　　　　　　　９７　　房孔
　　４２　　受口ジャック　　　　　　　　　　９８　　反射シート取付用溝
　　４３　　差込みプラグ
　　４４　　受口ジャック
　　５０　　仕切壁
　　５２　　管頭蓋
　　５７　　接着剤
　　５８　　空気孔
　１００　　管頭栓　　　　　　　　　　　　　
　１１０　　栓部分　　　　　　　　　　　　１２０　　仕切壁部材
　１１１　　空気孔　　　　　　　　　　　　１２１　　空気孔
　１１３　　Ｏリング　　　　　　　　　　　１３３　　Ｏリング
　１１４　　Ｏリング
　１１７　　空隙
　１１８　　空気孔
　１１９　　窪み
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