
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 元年 ７月 

カンコス  



“カンコス尺八上達を目指すマニュアル第 4 版“まとま
りました。ホームページ丸写しです。ホームページをコツ

コツと 1 項目ずつ加えてくる中でいつの間にか内容も充
実してきたと思います。 

 ⾧年本当に⾧年、尺八を適当に吹いてきて自分のはずれた音に満足できず、行

き止まりにおちいっていたのに解決策が見つからない。じっと自分の握りこぶ
しを眺める日々でしたが、考えついたのが、ホームページに尺八コーナーを作り、
そこで試行錯誤状況を記載し、困っている私を見て併設している掲示板にアド

バイスをいただけるかもしれない、と期待も込めたのです。 
 何年かやっているうちに、自作自演・試行錯誤のはずが、意外とこの解説でイ
ラストで、そこそこいいのではないか、と思いつつあるこの頃です。 

 教本で言えば、ヤマハビルに行けばピアノやバイオリン、そしてフルートにも
何分冊にも分かれた微に入り細にわたる教本が何種類も並べられているのに、
尺八解説書は物足りない。尺八の歴史が半分以上というのも多く残念だと感じ

ています。 
 達人Ｂ氏は人間国宝にも教わった方ですが、尺八はいくつもいくつも越えて
も越えてもまた次の壁が出てくる。一つのアドバイス一つの工夫で、壁を超える

ことができることも多い、とおっしゃっていました。 
 今回は目次頁数と索引も付けました。唇、上唇、下唇、口、アゴ、上アゴ、下
アゴ、舌、のど、前歯、門歯、鼻、ほっぺなど、口回りをどうするこうするとい

う項目が延々と続きます。尺八とはそういう楽器だと思います。 
 “およそ教えは外よりして入り、工夫は中よりして出づ“ という佐藤一斎の教
えもあります。尺八の上達には手取り足取りの教えが必須だと考えています。 

皆様のご意見、アドバイス、質問など掲示板にお寄せください。 
ホームページを更に充実させていく中で、わたくしも尺八上達を目指します。 

    第 4 版はホームページのまとめ印刷です。 
   今後、ホームページを更新するたびに、第 4 版は古くなってしまうわけですが、ホームページに

は new 又は 更新のマークを付けておきますので、必要な方は、そちらもご覧ください。 
2019 年（令和元年）７月 

 尺八の上達を目指すホームページ 育成人 カンコス 
（http://kkankos108.punyu.jp/index.html）  
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第１章 尺八総論（達人の教えのまとめ） 
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（１）正しく構える

　　尺八をアゴに当てたとき、笛はまっすぐ正面を向いている。管尻が右や

左にぶれていない。笛の筒が右や左に回転していない。管尻を下げすぎて

いない。上げすぎていない。

（２）歌口を唇に近づける

歌口を十分近づける。離れると息漏れして苦しいし、ツヤのある音も出

ない。

（３）ややカリ吹きにする

　　歌口にまっすぐ吹き込むよりもおおらかな音が出る。音の高さや息の量

は唇を突き出したり、下記のようにアンブシュール（唇の形）や尺八を押し上

げて唇を押す、尺八を下げて唇を押すのをゆるめる、で調整する

（４）アンブシュール（唇の形）をあやつる

上唇と下唇をこする／すり合わせる／少しずらす／ ことにより、音の高

低や息量の多少、方向、息圧の高低に対応する。

（５）唇やのど、息の通り道を開いて吹く、強く吹いて圧力をかける

開きが不十分だと、息量が増やせず、圧力が無駄になり、いい音が鳴

らない。

（６）音の出だしは丸く出し、だんだんふくらませる。

ただし、聞いていても、ぽんと出ているように聞こえること。　

（７）メリカリより唇を尺八に押し付ける／離す ことで高低をつける

　　又は尺八を唇に押し付ける／離す ことによりメリカリの代わりにする。尺

八の上下で半音程度は簡単に変わる。メリカリよりスムーズな演奏となる。

（８）チューナーを常時ONにしておく

　　尺八の音は音程がぶれやすいので、常にチェックしながら練習する。

Page 1 of 1
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第２章 達人の教えなど 

  これが根本です！ 
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（１）達人A氏の教え

 

　(発表会の後の懇親会にて） 

　尺八を野太く吹く方法・・・これが尺八の第一歩 

 

１　唇と歌口は近いほうがよい。いい音が鳴る。 

 

２　まず笛をカリ気味にする。 → そのまま吹くと歌口が遠いので息が

かすれる。 

　　　　 → 笛はカッたままで笛を唇に近づける。（カリを戻してはいけな

い。） 

　　　　 → やや唇を突き出すようにして近づける。 

 

３　息は歌口の裏側を押し出すように吹き当てる。するといくらでも大き

い音が鳴る。 

　 → 歌口の線にぴったり当てるようにすると、息が細くなり音も貧弱と

なる。 

　　　　　　（ものの本に、歌口の上と下に半々に息を出す図があるが、

的確ではない。） 

　 → 穴の中にばかり吹き込んでもいけない。 

 

４　息の方向はだから、前方となる。（歌口の裏側のところ。・・・歌口の

細い線よりもなかなか広々しているのでええ加減に吹いても楽にふけ

る。いくらでも大きい音になる。 

 

５　唇は上唇よりも下唇を出すようにする。（息が前方に出る。） 

　 → 上唇を下唇よりも出してしまうと、息が下に出るため、穴に大部分

が入ってしまうので駄目。 

 

６　練習は乙のロで大きな音を出すのがよい。出やすいはずだ。そうす

Page 1 of 2

- 8-



れば、チとかあれこれ大きい音が出るようになる。これが尺八の最初の

第一歩だ。

Page 2 of 2
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（２）達人B氏の教え

 

 
１　基本 

（１）息を絞らず開いて吹く 

・尺八の息は強い息が基本。開いて吹く。息を絞らないこと。唄を歌うの

と同じ。喉を絞ってはいい声にならない。のどを開いて腹から声を出す

といい声となるのと同じ。 

・音を飛ばすこと。音を絞らないこと。開いて吹くことが大切。 

・初心者のうちは強く吹くと息切れがしてしまうので、そっと吹くことで、

息継ぎを我慢していることも多いが、いつまでもそっと吹いていてはい

けない。 

・多くの人は小さい音になじんでしまっている。意識して絞らず開いて吹

く。 

・そっと吹くのが習慣になった人は開いて吹くのに1年はかかる。 

　・ストローで息を吹く。ごく強く吹いて、息の強さが十分前に出るよう

に。それくらい強く吹く。 

　・大甲レを吹こう。大甲レは息を絞っては音が出てこない。大甲レを吹

いて、さらに息が広く開いて吹けるように練習するとよい。 

（２）腹式呼吸 

　・腹式呼吸で吹く。寝転がっても強い音で吹けるようでないといけな

い。 

 

（３）音の高低の調整～メリカリも含め 

　　メリ音は唇を歌口に近づける（または尺八を下から押し上げて歌口

を唇に近づける）ことを行えば通常のメリ音は出る。さらに必要ならほん

の少しだけメリカリをすればよい。 

　メリカリをすると唇がずれてしまうことが多く、突然音が鳴りにくくなる

ことが多い。メリカリせずにできるだけ唇を尺八で押す・離す、で音の高

さを調節する 

 

（４）音が鳴りにくい 

Page 1 of 3
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　　人によっては尺八を普段より上にあげると鳴りやすくなることもあ

る。あごを下げて吹いているとのどが詰まってしまうことが多い。尺八を

上げることによりつられてあごも上がり、あごを上げることによって詰

まったのどが開き自然と圧力の高い息が出てくる。 

 

（５）甲ピの出し方 

　　裏穴をほんの少しだけあけて吹く。教本通り裏穴を全開すると、よほ

どメらないと正しい音とならない。ごく微弱な音となってしまう。裏穴を完

全に閉じる（ロの大甲）というのもあるが、通常使いの音とは違う。古典

の曲ではピを絞ったほうがよい曲もあるが、通常はちゃんとまともな音

量でピの音を出すことが大切。 

　息を絞らないこと。唄を歌うのと同じ。高い音ほど声量を出さないと上

手に聞こえない。喉を絞ってはいい声にならない。 

　ピの出て来る場面はたいてい、曲が盛り上がるところ。ここで音を絞っ

てしまっては曲が台無しになってしまう。裏穴をほんの少しだけあけて

十分強い息で吹き、ちゃんとした音を出す。（たぶん、唇を歌口に近づ

ける（または尺八を下から押し上げて歌口を唇に近づける）ことを行う

必要あり。） 

 

（６）アンブシュール（唇の形） 

　音によってアンブシュール（唇の形）が変わる。乙ロ⇔ピの往復はな

かなか難しい。特にピ → 乙ロが難しいが、アンブシュールを覚えてい

て即座に形作ればさらさらできるようになる。一音ずつのアンブシュー

ルを体に唇にちゃんと覚えこませればごくスムーズにその音が出てく

る。 

　大甲のレもアンブシュールをその形にすれば、力まなくてもさらっと出

てくる。 

（７）気づきが大切 

　ちょっとしたアドバイスが飛躍のもとになる。教えてもらうのは大事な

こと。気づき改善習得、気づき改善習得、これの繰り返しで見違えるほ

ど上手になる。マンネリでやっていてはちっとも上達しない。 

 

２　練習 

（１）ロングトーンを吹く練習：ちゃんと息を吸うことが大切。それによっ

て、ロングトーンが可能となる。一音ずつできるだけ長く伸ばす。 

　乙：ロ→ツ→レ→チ→ハ→（甲)ロ→ツ→レ→チ→ハ→ピ 

（２）４拍ずつ吹く練習：頭をちゃんと出す。そのために息を吸うべき時に

（音の直前に）ちゃんと吸う。頭をふわっと出てはいけない。遅れてし

まって琴に叱られることとなる。 

　乙：ロ→ツ→レ→チ→ハ→（甲)ロ→ツ→レ→チ→ハ→ピ 

（３）パクパク吹き：正しい構え方（アンブシュ）が身につく。ある音、例え

Page 2 of 3
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ばハを吹こうとする。そして、笛に下あご（下唇）を当てたまま、口（上唇)

を大きく開け、パクッと口を閉じてハの音を出す。息を吹きだそうとせず

自然に任せるだけで、口を閉じた勢いでハの音が出る。パクパクパクと

1秒おきに何度も繰り返す。すべての音がこれで、自然に出るようにな

れば、いつでもどこでもパッと笛を構えればパッと音が出るようになる。

尺八の基本はこれに尽きるという人もいる。 

※ 息の吸い方：息は口でスポッと吸う。鼻で吸うのは無理。パクパク吹

きのように上唇をバッと開けてバーンと吸う。 

（４）譜面台を目一杯上げて練習：前に音が響くようになる。うつむいて

吹いては音が響かない。顔をがーっと前に向けて音を前に出そう。 

（５）大声を出すように吹こう：ハァーッ！と何回も大声を張り上げる。歌

手が大勢の観客の隅々まで声を届かせようと腹の奥底から声を湧き立

たせるように。そのような体の動き、流れ、力の入れ方、息の出し方で

ハの音を吹こう。乙のハより甲のハの方が響く。壁の向こうに、2階席3

階席まで音が響き渡るように吹こう。

Page 3 of 3
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（３）達人C氏の教え

 

インターネットで貴志清一（C氏） 

「下唇の活用～正しい吹き方の奏者は名人の音に近づける」　 

　　尺八吹奏研究会ホームページの会報は示唆に富んだ説明が数多くあります

が、その会報No162号において貴志清一（C氏）が次のように述べています。 

 

　この下唇の活用は“尺八を正しい吹き方を身につけている奏者のみ”

試してください。 

正しい吹き方ができていないと返って混乱し、スランプに陥るのが関の

山です。 

　さて、正しい尺八の吹き方はおよそ以下の通りです。 

　・まっすぐな息が出せる。 

　・けっして喉が“うーうー”鳴らない。 

　・音の末尾がきれいに消せる。 

　・上唇裏の口腔前庭が吹くときにできている。 

　・下歯が息の流れを邪魔していない。 

だいたいこの５つのことが出来ていると確認ができれば以下のことをお

試しください。 

 

１．一音（たとえば甲ロ）を出します。 

２．音が出たら、ほんの少し下唇を前に出し気味にします。 

３．そして、下唇は大体そのままにする気持ちであご（顎）を手前下に

ゆっくり引いていきます。（実際は下唇も顎に少しついていく） 

　ちょうど、下唇が上唇をこする感じです。 

　これだけのことです。しかし、これは言葉では極めて伝えにくいものな

のです。 

 

　もし私のするようにこれができれば、あごを手前にゆっくり引いていく

と同時に急に艶のある「良く鳴る」音色が出るはずです。ご自分でも驚く

ほど良く鳴り、まるで名人の音に近づいた感覚が得られるのではない

でしょうか。 

Page 1 of 2
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　良い響きの尺八の専門家の方は、「そんなこと、当たり前。わたしは

いつもそのように吹いています。」と思うかも知れませんが、何とかいい

音を出したい、しかし出ない尺八愛好家にとってはこの方法は有効で

はないかと自負しています。 

　乙ロなどでは、同じことを唇をひねるようにして実現している人もいま

す。またこの方法を　故二代目河野玉水師は「口を絞る」と表現されて

いました。 

　唇を「ひねる、絞る」は少し回転運動的な要素が感じられます。わたく

しの方法は上下的な感じです。いずれにしましても、していることはほと

んど同じで、音に艶が出て良い響きになることは同じです。 

　この文をお読みになられた方は自分なりの方法でも良いと思います。 

　物理的には、息がより長く唇の間を通り、その気流をきれいに整流さ

せることでしょう。 

　以前尺八吹奏研究会のHP１４８号の「ゴールウェイの動画がこういう

風に参考になります」(2007/12/01)というのは正しくこのことを言ってい

ます。 

（http://jp.youtube.com/watch?v=NcXRzZZv1mE） 

　ただし、穴の小さな、唇が自由になるフルートではゴールウェイの映

像のようにできるのですが、尺八はフルートの台座まで自分で作る必

要がありますのでそのまま応用するわけにはいきません。 

 

　尺八では、始めに述べたように、「音が出たら、ほんの少し下唇を前

に出し気味にし、下唇は大体そのままにする気持ちであご（顎）を手前

下にゆっくり引いていき、ちょうど、下唇が上唇をこする感じで音をだ

す」となると思います。 

　もし、実際のやり方のアドバイス希望でしたら、丁度良い機会ですの

で上記のワンポイント稽古をご活用ください。
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（4）尺八の吹き方の解説本「はじめての尺八」

 

 

 

　尺八の吹き方の解説本「はじめての尺八」（音楽之友社4,104円）は尺

八奏者善養寺恵介氏の著作である。 

　この本は、このホームページを作りはじめて、かなりたってから見つけ

たがすごい内容である。誰も教えてくれなかった（または系統だって教

えてくれなかった）尺八の吹き方を手取り足取りのごとく記述している。

私のホームページなど不要かもしれないと思えるほど懇切丁寧にそれ

もイラストや写真入りで解説されている。2000年の発行であるがまだま

だ出回っているのでぜひぜひお買い求めいただきたい。 

 

　この本に書かれた主なテクニックは次のようで

ある。 

１　唇の締め方：　頬の内側をかむようにすると唇

が横に広がる。 

　　まさにその通りである。単に唇を横に引っ張ろ

うとすると変な力が入って唇が固くなってしまう。

頬の内側をかむようにすると唇の中央が柔らかいままで残るような気

がする。 

２　歌口の当て方：唇の合せ目と歌口のラインを合せ、自然な角度の構

えに戻す 

　　　私は、今までまず尺八を唇の位置まで水平に持ち上げ、それか

ら、唇の合わせ目と歌口のラインを合わせ、尺八を下におろすと説明し

てきましたが、この本の説明のほうが楽にできます。 

３　メツ・メハの指の抑え方：指先の爪の角（管尻側）と指孔の接点を意

識する。 

　　　私は音がずれている時、穴の大きさばかり気にして指を押したり

引いたりしていましたが、それでは大雑把なコントロールしかできないよ

うです。 

４　ツ・ハ（ツ・ハの半音）：指先の管尻側をしっかり押さえ指孔の下を1ミ

リ開ける 
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　　　この音はどうしても高くなりがちで、指でぐいぐい押すばかりで安定

せずに困っていましたが、的確な押さえ方があったのです。 

５　笛の選び方：笛を顎に当てた時、唇と歌口が５ミリ以上離れないこと 

　　確かにいい音が鳴っている人の口元を横から見ると、唇と歌口の距

離はごく短いことに気が付きました。音がかすれっぱなしの人の口元は

かなり離れちゃっています。笛が悪いのか構え方が悪いのかチェックす

るときのポイントとなります。 

６　音が小さいとき：うつむき過ぎまたは下唇が

笛の中に入り過ぎ 

　　今まで音がにっちもさっちも小さくなって何とも

ならなくなることがよくありましたが、下唇が中に

入り過ぎていたり、何かの都合で下唇の開きが

悪いせいで大きな音が出なくなっていることに気

が付きました。 

７　美しい音の出る唇：自然に唇を横に引き、唇

の粘膜が細くわずかに出るようにする 

　　などなど盛りだくさんの的確なテクニックが満載です。
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（４）フルート教本での唇の使い方

 

　以下に紹介する本はフルートの教則本ですが、以下の記述は、尺八

の音色をランクアップさせるためのキモの部分そのものと考えていま

す。前出の達人C氏の”唇をこする”という記述とほぼ重なります。達人

C氏は、”唇こすり”の練習は上達するまで待て、でないとスランプに陥

るのが関の山と述べていますが、その点ご注意ください。 

 

― フルート演奏技法　エドウイン・プトニック　全音楽譜出版より ―全

103p　2，200円 

ｐ１８ あごの使い方 

　下あごを前後に動かすことによって、吹く息でできる空気柱の方向は

効果的に支配されます。簡単に言えば、低い音域の音や大きな音を出

そうとすればするほど、下あごを下に下げるのではなく手前に引かなけ

ればなりません。また、音を高くしようとしたり、弱めようとしたりする時

はあごを前方へ押し出すようにします。 

　このあごの動きは、適切に数種の目的を達成させます。すなわち、空

気の流れの方向の変化は、唇がアンプシュール・ホールにどれだけか

ぶさっているか、唇の開き具合、のどの開き方、および、相対的な唇の

緊張度のそれぞれに対応する下あごの動きによって完成されるので

す。 

 

ｐ２７　初歩の指導　ゼクエンスとテクニック　中略 

ｐ２８　 

　正しいあごの動きはどういうものであるかということは、教師の模範演

奏を見て覚えるのが普通です。時々教師のあごの動きを真似るのをと

ても難しいと思う学習者がいるかもしれませんが、そういう人は、今まで

に意識的に使ったことのない筋肉を使うからそう感じるのです。 

　そのような人は、下の門歯と上の門歯の位置関係を変えればたいて

いは救われます。普通に歯をかみ合わせると下の前歯は上の前歯の

少し裏側に位置するようになります。フルートを持たないで下の前歯が

上の前歯とそろうところまで持っていき、それから上の前歯より前に出
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るところまで下の前歯を突き出し、再びもとの位置へ戻すという動作を

何回も繰り返してフルート演奏に欠かせないあごの運動を理解しましょ

う。 

　フルートを持っていても持っていなくても鏡の前であごの運動の練習

をしてください。フルートには、斜めに息を吹き込んだり、あるいはまっ

すぐ吹き込んだりするものだ、という観念や、必要に応じては下唇を前

後に動かすものだ、という観念も、しばしばあごの正しい動かし方を会

得するための助けとなるでしょう。 

 
 

 

　このエドウイン・プトニックの本は尺八の中級上級クラスにとって腕前

向上の理論上の支えとして、非常に参考になります。私は隅々読み込

みました。ぜひご購入をお勧めいたします。 

　なお、フルートのまねをしてもちっともうまくならないから無駄だ、とい

う方もいらっしゃいます。心してお試しください。
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第３章 尺八各論（仮説試行錯誤中） 
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（１）尺八の構え方

 
 

　笛の構えのアドレスチェック法を図に示した。ゴルフのスイング前のアドレスチェックと

同様、演奏する時、正確なあごの位置となるまで、笛の左右のぶれがないか、回転していな

いかなどなど微調整を行う。吹く前のアドレスチェックが重要であるし、演奏中も音に違和

感を感じたらにアドレスチェックをすることですばやく修正する。

唇に対して①上や下にずれていないか、②右や左にずれていないか、③右回転や左回転し

ていないか、　　

　顔の中心に対し④右や左に振れていないか。⑤仰角は20度～40度のいつもの角度か。

①～⑤のうち一つでもずれると吹いた息が歌口に正確に当たらないため、息漏れの音が

シューシュー出てしまって、吹くほうも苦しいし、聞いていても息苦しくなってしまう。

　⑤の仰角が上がりすぎるとメリ吹き状態となり、唇から歌口までの距離が近くなり、音は

出やすいが、全体の音が低くなってしまうこととなる。メル余裕も失われていく。反対に、

仰角が20度以下となると、カリ吹き状態となり、唇から歌口までの距離が遠くなり、吹き出

した息が、歌口に届く前にどこか違う方向に行ってしまい、音が鳴りにくくなるし、息の効

率も悪くなり、息も絶え絶えの演奏なってしまう。非常に聞き苦しい状態である。

　①から⑤までぴったりとアドレスを決め、吹きだした息を効率よくすべて音に変えること

ができれば、風息の音もないなめらかな音の響きの音となり、息も少量で済みます。
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　練習中にあご当たりがずれて、音が鳴りにくくなった、音がまったくならな

くなったということがよくあります。そんな場合には、次の図のように、笛を

水平に持ち上げて、唇の中央の線と歌口の線を軽く接触させて合わせ、笛

を下に下げるとあご当たりの初期化ができます。このあたりに音がちゃんと

鳴る場所があるはずです 

 
　尺八を初めて吹く方も、この図のように、あご当たりの初期化をすれば音

が鳴ります。お試しください。 

　なお、達人の教えなど（４）の項でも説明しましたが、管尻を少し持ち上げ

て、唇の合せ目と歌口のラインを合せ、自然な角度の構えに戻す、という方

法の方がもっと簡単にできます。 

　達人C氏の解説やフルート教本の説明にあるようにいくらアドレスを正確

にしても不十分であり、音の高低や息の強さに応じて最終の微調整はアゴ

の動きを伴った唇の動きで行うこととなる。一音一音、一音の中でも始まり

→途中→終わりで唇やアゴは微妙に動き、息の方向も適切に動くこととな

る。（たぶん）
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（２）唇と歌口の距離は近ければ近いほどよい

 
 

　唇を歌口に十分近づける事が大事である。唇が歌口から離れると音がか

すれたり、息が無駄になることが多い。唇を歌口に近づけると、息漏れが少

なく、息の圧力も上げることができ効率的に息が使える。息を大量に吹き込

んで大きな音を鳴らそうとして唇から歌口を離すと息漏れして苦しいし、ツ

ヤのある音も出ない。唇を歌口に近づけすぎると、ビービービリビリという

音がうるさく鳴って困るが、お構いなしに吹けばいい。すぐ近くに最もいい音

の出る場所があると思っている。後で述べるアンブシュール（唇の形）で息

の方向などを微妙に調整することとなる。 
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（２-ａ）唇と歌口の距離を近づける方法と大きい音の出し方

 
 

 
１　唇を歌口に近づける方法 

　前頁で唇を歌口に十分近づける事が大事である、と述べましたが、では

どうすればいいのでしょうか。達人Ｂ氏の方法を述べましょう。　 

　 ①まず、唇と歌口の距離をできるだけ近づけます。 

　 ②近づけたら、最も弱いく小さい音で音で乙ハを鳴らします。ただただ小

さい音で鳴らします。 

　③管尻を上げた方が唇と歌口の距離はもっと近くなります。ただただ小さ

い音を鳴らした時、それが唇と歌口の正しい距離です。近ければ近いほど

良いのです。 

　④音程が下がり過ぎる時は、上げ過ぎた管尻を少し下に戻してみま

しょう。 

　 ⑤うまくいかない時は、フーッと唇の奥から息をふくのではなく、唇の先

からプップップッーと弱く吹いてみましょう。すると唇の先から息が出るので

そこに歌口をあわせるのです。ただただ小さい音を出します。ごくごく小さい

音が出れば、それが唇と歌口の正しい距離です。  

２　音を大きく鳴らす方法 

　せっかく唇が歌口に近づいたので、大きな音を出す練習をしましょう。そ

の前に息を吹き出す、or吐き出す練習です。 

（１）強い息の出し方 

　①ハーと細くて弱い声を壁に向かって出す。 
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　②ハーッッッと大きい声を最大限に大きい声を壁に向

かって出す。腹の底から出す。胸を響かせて出す。 

 

 

 

 

 

　③ティッシュを1枚つまんで取り出し、その手を前方

に伸ばし、口の前方にたらします。ひじは伸ばしま

す。そのティッシュを勢い良く吹きます。フーッとでは

なく、フゥオーッと吹きます。ティッシュをユラリ程度で

はなく、ヒーラヒラヒーラヒラさせます。強く強くフゥ

オーッと吹きましょう。 

 

 

 

 

（２）大きな音の出し方―甲ハ 

　息の準備ができたら実際にやってみましょう。 

　①１の項で学んだ構え―唇を歌口にごく近づける構えで尺八を構えます。 

　②甲ハを最大限の音で鳴らします。フゥオーッと鳴らします。色々な音の

中でも甲ハが最もスムーズに大きい音が出るはずです。 

　③唇と歌口の距離は近いままで、息漏れは少なく効率的に全部大きな音

に変えてしまいます。耳をつんざくくらいの音で鳴らしてみましょう。 

　④息は詰めずに、でかい声ハーッッッを出すように、前方に最大限の音量

でハーッッッと吹きましょう。筒の中ではなく、前方にフゥオーッとグゥワーッ

とハーッッッと鳴らしましょう。 

（３）大きな音の出し方―その他の音 

　最大の甲ハが吹けたら 

　①その息づかいで他の音も出します。 

　②連続音で出してみましょう。甲チなら、チチチチチチチと出してみます。

うまくいかない時は甲ハの音に戻って息づかいを繰り返した後に、また、チ

チチチチチチチとやってみます。唇と歌口の距離は近いままで、前方にフゥ

オーッとグゥワーッと鳴らしましょう。 

　③あの音もこの音も鳴りにくい音を、この要領で繰り返し頑張って出して

みましょう。尺八って意外と大きい音が出るものなんですね。そうっと吹いて

いてはもったいない。ガンガン吹けばガンガンなる楽器なんですね。 

３　譜面台を目一杯上げて練習：前に音が響くようになる。うつむいて吹い

ては音が響かない。管尻を目いっぱい上に上げて、顔をがーっと前に向け
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て音を前に出そう。 

Page 3 of 3

- 25-



（３）ややカリ吹きにする

 
　これは達人A氏にお教えいただいた教えのひとつです。 

　ややカリ吹きにすれば、歌口にまっすぐ吹き込むよりもおおらかな音が出る。解説書などには息

の半分は歌口の内側へ、もう半分を歌口の外側へ吹き込むなどと説明があるが、的が限定的で

音が安定しない。管尻をもう少し下げて、少しカリ気味にし、息を歌口の内側にぶつけるように吹い

たほうが的が大きくなって、音が安定する。 

カリ気味にすると、音程が高くなってしまうのではないかと心配するのだが、音の高さや息の量は

唇を突き出したり引っ込めたりして調節する。 
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上のような教えでありましたが、いまだに私には理解できてはおりません。後記のように（工事中）

アンブシュール（唇の形）や尺八の押し上げ押し下げで調整するのかなあとも考えています。もし

かすると、B氏の教えにある”開いて吹く”とつながっているのかもしれません。両氏はそれぞれ、カ

リ気味にすれば音がよう鳴る、開いて吹けば音が飛ばせる、とおっしゃっていますので。 
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（４）アンブシュール（唇の形））－あれこれ－

 
　唇の作り方は尺八吹きにとってもっとも難しいテーマです。初心者にとっ

ても中級者でも、上級者でもあれこれ悩ましいことが多いものと思います。

以下に述べる私のやり方がいいのか悪いのかよくわかりません。やせ薬や

健康食品のように、これを試したら効いた、うまくいったのたぐいかもしれま

せんが、私の場合はうまくいきました。 

 
　　尺八を吹くときには図のように、唇に細長い吹き出し口を作って、歌口に

向かって息を吹き込みます。その時の唇の形により、よく音が鳴ったり、か

すれたり、小さい音だったり、音が高かったり低かったり、ぷつんと音が途

切れてしまったり。レの音はよく鳴っていたのにチに移ったらもう鳴りにく

い、ということもあるし、乙から甲、甲から乙に変わるともううまくいかない、

ということもあります。すべて唇の形作りの（アゴの動きや、歌口の唇から

の距離も含めて）問題だと思います。 

　ここで、唇の形、アゴ及び歌口で作る全体像をアンブシュール（唇の形）と

呼ぶことにします。 
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　尺八のアンブシュール（唇の形）の筋肉の使い方は口笛を吹くときとかな

り似ています。 

　口笛は吹き出し口がまん丸ですが　唇周りの筋肉の口輪筋を主に使って

います。唇の絞り方もかなり緩やかで、少し唇を突き出し、高音になると少

し唇を絞り気味になります。どんな場合でも決して唇の丸い穴を閉じること

はありません。 

　尺八の場合は口輪筋に加え唇両側の咬筋も使って、横長の吹き出し口を

作ります。尺八を吹きながらも、口笛を吹いているときを思い出して、唇に

あまり力を入れないようにすることが大事です。唇に力を入れすぎると、音

が硬くなるし、滑らかな音の移り変わりがしにくくなります。 

　アンブシュール（唇の形）の作り方の基本的な練習法としては、まず、口

笛を吹いているかのような唇の形にして、息を吹き出します。それから、息

を吹き出しつつ咬筋を横に徐々に少し引っ張って横長の吹き出し口を作り

息を吹き出します。これを何回か繰り返すと横長の吹き出し口となったアン

ブシュール（唇の形）が完成していきます。口笛を吹くかのような、と表現し

ましたが、実際に丸い吹き出し口にして口笛を吹いてしまうと、筋肉に記憶

された横長のアンブシュール（唇の形）が崩れて尺八の音が鳴りにくくなる

ことが良くあるからです。私は尺八を吹くようになってから口笛はあまり吹

かなくなりました。アンブシュール（唇の形）がよっぽどうまく作れないとき

に、口笛はどんなくらいの唇の硬さだったかなあと思い出しながらやけくそ

気味に吹くことはありますが、、、 

　口輪筋、咬筋に加え頬骨筋も使うと泣き笑いのような表情というか、モナ

リザのほほえみ（アルカイックスマイル）のようになります。この形がいいん

だという方もいらっしゃいますが、私は頬骨筋はあまり使いません。人それ

ぞれでいいと思います。
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（４－a）アンブシュール（唇の形）ーあご使いの初歩ー

 
　唇の作り方は尺八吹きにとってもっとも難しいテーマです。初心者にとっ

ても中級者でも、上級者でもあれこれ悩ましいことが多いものと思います。

以下に述べる私のやり方がいいのか悪いのかよくわかりません。やせ薬や

健康食品のように、これを試したら効いた、うまくいったのたぐいかもしれま

せんが、私の場合はうまくいきました。 

　次に、あごの使い方について説明します。 
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　さて、最初は、初歩的なあごの使い方についてについて説明します。上の

図のＡとＢの違いはわかるでしょうか？　図Ａはあごを普通の位置の状態で

吹いているところです。図Ｂは下あごをほんの少し前にずり出したところで

す。下あごにつられて、下唇が１～２ミリほど図Ａの時より前に出ています。

（図Ａでは上の歯は下の歯より前に出ています。図Ｂでは上の歯の位置に

下の歯が少し近づいています。） 

　音が鳴りにくい時、最初に構える時に、普段の図Ａの位置ではなく、下あ

ごを少し前に出した図Ｂの位置にします。こうすると私の場合よく鳴るように

なります。吹いているうちに普段の位置に戻ってしまうので、気がついたら

また下あごを前に出してやります。 

　下唇の位置を少し前に出すことにより、息の方向が少し上方に変わり、息

の角度が良い方向に近づいているように感じます。 

 

　次に本格的なあごの使い方について説明します。これはすでに達人Ｃ氏

の項やフルートの教則本の項でも触れていますが、もう少し丁寧に解説し

ていきます。（なお、達人Ｃ氏が、混乱してスランプに陥ってしまうなどと忠

告しているように、尺八が一定上達してから試みられたほうが良いとも思い

ます。）
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（４－b）アンブシュール（唇の形）ーあご使いで唇こすりー

 
以下の解説は、私が1年ほど前から始めた実験段階のものです。私はうま

くいっていますが、誰もがうまくいくとは限りません。詳しい方のコメントがい

ただけたら助かります 

　ここでは本格的なあごの使い方について説明します。これはすでに達人

Ｃ氏の項やフルートの教則本の項でも触れていますが、もう少し丁寧に解

説していきます。（なお、達人Ｃ氏が、混乱してスランプに陥ってしまうなどと

忠告しているように、尺八が一定上達してから試みられたほうが良いとも思

います。） 

　 

　メロディーを吹く時にいろいろな音を次から次へと吹く時、同じアンブ

シュール（唇の形）では笛はちっとも響いてくれません。音に応じて息の方

向や圧力を七変化させることが必要です。中でも下あごを使って下唇を動

かし息の方向を自在にあやつることが最も重要になります。 

　ただし動かす距離は通常１ミリ以下、最大でほんの２～３ミリ程度のごく微

妙なものですが。 

 
　 

　下あごを使ってアンブシュール（唇の形）を自在に整えるためには、下あ

ごを前後に動かす練習が必要となります。下あごは日常生活では物を咬む

時に使うため、上下運動は得意なのですが、前後はたいてい慣れていませ

ん。前後に動かすと顔が受け口状態となって少し見栄えが良くないというこ

ともあると思います。 
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　上の図Ａのように、あごを普通の状態にしていると、上の歯は下の歯の前

にあります。あごを使うためには、下あごを前後させて上の歯と下の歯を同

じ位置まで持っていったり、さらに下あごを前へ持っていって図Ｂのように

上の歯よりも下の歯が前に出るまで動かします。  

（なお、図Ａ，図Ｂのように歯が息の通り道を邪魔するようなことをしてはな

らないことです。図は分りやすいように歯が見えていますが、通常は唇の中

に隠れて、息の通り道を空けています。） 

 

　 

　唇の使い方の項で述べましたが、上図のように唇に横長の息の吹き出し口を作り、その吹

き出し口から口笛を吹くように息を吹き出しながら、下あごをゆっくり前に持って

いきます。下の歯は最初は上の歯の奥にありますが、だんだん上の歯の

前に出て行きます。あごを動かした時に息の方向が変化するのがわかると

思います。下あごを前に出すと息は前方（上方）に向き、下あごを戻すと息

はやや下のほうに向かいます。 

　息を吹き出しながらあごを前後させていると、まるで唇をこすっているよう

にも感じると思います。息の出ている中央部分はこすれませんが、唇の両
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側がゆっくりこすれているのがわかると思います。これが達人の項の達人

Ｃ氏のおっしゃる“唇こすり”だと思います。 

　何度も練習しましょう。笛を持っていなくてもできますので、空いた時間に

フーーすりすりーー、フーーすりすりーー、フーーすりすりーーと練習しま

しょう。 

　次の項では下あごの実際の活用法を説明します。 

　以上は実験段階のものですので上達を保障するものではありません。

（おわび）
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（４－c）アンブシュール（唇の形）ーあご使いで息の方向を自在にー

 
以下は実験段階のものです。誰もがうまくいくとは限りませんのでご注意。 

　皆様も感じていらっしゃると思いますが、例えばレでいい音が鳴った、よ

し、この唇の形で行けばほかの音もいい音のはずだ、と意気込んで吹いて

も、何か芯に来ない芯をはずした音になってしまうのではないでしょうか。そ

うなんです。音によって唇の形は変える必要があるのです。というか唇の形

を少し変えて息の出る方向を変える必要があるのです。音によってぴった

りした息の方向があるのです。 

　音の高さと息の方向とにはおおよそ次の表のような関係があります。 

乙

ロ 
ツ  レ チ  ハ  ヒ 

甲

ロ 
 ツ  レ  チ  ハ  ピ  タ

 息の方

向

底

穴

１

孔

２

孔

３

孔

４

孔

 ４孔

上

 底

穴

１

孔 

２

孔 

３

孔 

４

孔 

４孔

上

４孔

上 

　レでいい音が鳴ったら、チでは１孔分上に息を吹くといい音が鳴り、レから

ツに移る時は反対に１孔分下に息を吹くといい音が鳴るというあんばいで

す。息がそのような方向になるように下あごを動かします。 

　乙ハは４孔に吹き込み、次の甲ロでは底穴に吹き込むというのは落差が

激しすぎるようですが、こんな感じくらい息の方向を変える必要があるので

下あごを大きく引くこととなります。。 

　この表は、決して厳密なものではありません。ごくごく大雑把なものです。

ただ、音と息の方向の関係は理解できるものと思います。隣の音に移るの

は角度として５度程度、下あごの動きとしては１ミリ以下だと思います。前項

で述べた唇のフースリスリーフーの練習を、唇がすり切れるくらいやると、

下あごを前後に動かすのに慣れてきて少しずつ動くようになってきます。 

　さて、乙と甲では息の方向が同じでこれでいいのかという問題です。 

これは下図のようになります。 
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　図Ａは乙の時の息の巾で、図Ｂは甲の時の息の巾です。このように甲で

は乙に比べ管に入る息の幅を半分くらいに絞ることが必要です。甲では息

の圧力を上げて歌口の裏から管内の前面の壁にそって吹き込むようにす

る必要があります。乙ではもっとゆったりと広く吹けばよいのです。息の方

向は乙も甲も同じです。上の唇の位置はほとんど変わりません。 

 
　口輪筋と咬筋をうまく使って、適度に緩んだ乙の吹き出し口、適度に絞っ

た甲の吹き出し口を作りましょう。 

　あごの実際の動かし方はいかがでしたか。演奏のキモの部分でもあり、

もしかして秘伝かも、、、、、、。　 

　続いて音は丸く出してからふくらませる、の項です。下唇がさらに動き、つ

やのある音が出ます。 

　以上は実験段階のものですので上達を保障するものではありませんし、

スランプに陥る可能性もあります。（おわび）

Page 2 of 2

- 36-



（４－ｄ）アンブシュール（唇の形）－高音部は唇を突き出す？－

 
以下は実験段階のものです。誰もがうまくいくとは限りませんのでご注意。 

（１）誰でも、高音部の音を出すのは大変なことです。それをさらに安定して

出そうとするともはや神業です。しかし、唇を突き出してやるとなんとなく安

定的に出るようです。（これはフルートの奏法の受け売りです）。突き出すと

いっても、タコのように突き出すのではなく、唇を締めると自然にちょっと出

たな。目いっぱい締めたらもう少し出たな。緩めたら引っ込んだ。その程度

の感覚です。 

　乙ロ → ハ → 唇を少し締めて（少し突き出る） → 甲ロ → ハ → さらに唇

を締めて（さらに突き出る） → ピ（またはヒ） → タ → 四 → 大甲レに至りま

す。 

　また、唇が突き出るにしたがって、笛を押してしまう形となり音が下がりそ

うですので、笛を微妙に少し離し気味にしたほうがよいと思います。 

　なお、達人の教えなど（４）で紹介した尺八解説本では、高音が出にくい場

合①下あごをわずかに突き出す。②頬の肉を内側から歯でかむようにし

て、必要に応じてその力を強くすると説明されています。 

 

　  

４ｃの項の図で再度説明します。、図Ａは乙の時の息の巾で、図Ｂは甲の時

の息の巾です。このように甲では乙に比べ管に入る息の幅を半分くらいに

絞る（絞るという表現より狭くするの方がいいかも）ことが必要です。甲では

息の圧力を上げて歌口の裏から管内の前面の壁にそって吹き込むように
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する必要があります。乙ではもっとゆったりと広く吹けばよいのです。息の

方向は乙も甲も同じです。上の唇の位置はほとんど変わりません。 

　甲の高音部は音が高くなるにつれて唇の幅を狭くする必要があります。

唇を少し突き出す（又は下あごを少し出す）ことにより、唇の幅を狭くするこ

とがしやすくなります。甲レからチにするにはぐんと幅を狭くします。甲ハは

もっと幅を狭くします。どちらも唇の先（または頬の内側が）大変疲れます。

狭くする絞る力が不足すると、自然と唇で笛に押し付けて間に合わせようと

いう力が働きます。初心者・中級者ではたいてい押し付けてしまいます。音

は出ますが音程が下がってしまいます。音も小さくなってしまいます。音の

高さはチューナーで見てみれば一目瞭然です、音が低いです。ですので甲

チはぐんと幅を狭く、甲ハはさらに幅を狭くしましょう。唇や頬の疲れとの戦

いとなりますが、うまくいけば、尺八の高音部らしい高らかな音が響き渡り

ます。唱歌の「もみじ」を吹けば気持ちよくなります。（甲チーレツレーチー

レーツーー・・・）　私は甲レチハの練習は「もみじ」ですることにしています。 

　なお、唇を狭くしても絞っても、音が柔らかく出るように柔らかく狭く、柔ら

かく絞りましょう。至難の業です。上級者は大甲レの音を柔らかく出そうと練

習をします。（大甲は甲の1オクターブ上の音） 

 

（２）乙ロは自然に唇を緩めて吹きます。唇が緩んでいると唇は平面的な状

態です。笛から離れる形となりますので笛をごく微妙に押し気味にして、合

わせて微妙にカリながら吹いた方がいい音になる気がします。笛がビビビ

ビーと震えます。 
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　口輪筋と咬筋をうまく使って、適度に緩んだ乙の吹き出し口、適度に絞っ

た甲や目いっぱい絞った大甲の吹き出し口を作りましょう。 

 

　以上は実験段階のものですので上達を保障するものではありませんし、

スランプに陥る可能性もあります。（おわび）
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（４－e）アンブシュール（唇の形）をあやつるー上唇に息を当てスカート

のようにー

 
以下は実験段階のものです。誰もがうまくいくとは限りませんのでご注意。 

（１）大きい音を鳴らそうとすると、ややカリ吹きにする必要があります。 

単にカリ吹きにしただけでは前方に息が抜けていってしまい、苦しいことに

なります、そこで、上唇を伸ばして抜け出ようとする息をゆるーくおさえま

す。すると、上唇はスカートが広がるように、広がって息の抜け出るのをう

まく防いでくれます。これを微妙に調整すると音量もあるいいつやの音が出

だします。 

 
 

（２）上唇をスカートのようにする場合、口輪筋を硬く固めないように気をつ

ける必要があります。乙音は唇がもともと緩んでいるので、ちょっと意識す

れば上唇は少しふくらむはずです。一方甲音は唇を締めていないと鳴らな

いので、硬いのですが、それでも少しだけ緩めて上唇のスカートがわずか

でもふくらむようにこころがけましょう。 
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　息の量が多いと、上唇への抵抗が大きくなり、もっとふくらもうとしますが

それを適度な力で抑え込みます。息の量の多い少ないにより微妙に力加

減を変えて適切なふくらみとすれば、見事なツヤ音が出てきます。 

　口輪筋と咬筋をうまく使って、適度に緩んだ乙の吹き出し口、適度に絞っ

た甲や目いっぱい絞った大甲の吹き出し口を作りましょう。 

そして、スカートのように広がる上唇で、音量のあるつや音を楽しみましょ

う。 

（３）フルートで音を極める人の一部には上の前歯を削る人がいるそうで

す。そうすると、その部分から息が抜け出て、上唇に適度なふくらみができ

やすくなるとか、尺八ではそんな話は聞いたことがありませんが・・・。 

　以上は実験段階のものですので上達を保障するものではありませんし、

スランプに陥る可能性もあります。（おわび）
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（４－ｆ）アンブシュール（唇の形）をあやつるー上唇に息を当てスカート

のようにー（その２）

 
以下は実験段階のものです。誰もがうまくいくとは限りませんのでご注意。 

（１）普通の唇と息の出る方向 

　普通の唇（日常生活での唇）の場合、上唇は下唇より少しだけ出ていま

す。息の出る方向はかなり前方に向かいます。笛をその角度に合わせｙう

とすると、かなり管尻を上げる必要がありますが、角度が合えばいい音が

鳴ります。 

 
 

（２）下唇を引いた唇 

　上唇はそのままで、下唇（下あご）を後ろに引くと息の方向は少し下を向

きます。また唇同士の重なりが減るためその分、息の量も増えます。息の

方向に笛を合わせようとすると（１）の場合よりも管尻を下げることになりま

す。息の方向と合えば、息の量が増えているため先ほどより力強い音が鳴

ります。 
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（３）スカート唇 

　更に下唇（下あご）を後ろに引き、上唇を少し緩め、息の吹き出す力にま

かせて上唇をスカートのように広げると、息の方向はさらに下に向かい、息

の量もさらに増えます。下に向かった分、笛の管尻も下げ、息の方向に角

度を合わせます。上唇を浮かせる範囲は、上の糸切り歯から糸切り歯まで

を意識します。音はさらに音量が増え、つやのある音となります。 
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　どの唇の形で吹いても、唇と歌口の距離は離れないようにします。近けれ

ば息漏れが少なくなりいい音となります。管尻を下げれば、その分、唇と歌

口の距離が広がりますので、下唇（下あご）を引いて、上唇を歌口に近づけ

る、というような具合です。 

　下唇（下あご）を出したり引っ込めたりする動きは慣れるまで繰り返し繰り

返し練習が必要です。細い息を静かに吹き出しながら、下唇（下あご）を

ゆっくり引いたり出したり、大きく引いたり大きく出したり、小さく引いたり小さ

く出したり、ゆっくり引いたりゆっくり出したり、素早く引いたり素早く出したり

色々色々スリスリ、スリッスリッ、スーリスーリします。上唇のスカートのふく

らみも意識して、上の両糸切り歯あたりまで広がるようにフーフースリス

リー、フーフースリスリー 

　上唇のふくらみは、上前歯中央に5ミリほどの隙間があるような気持ちで

ふくらませるといいかと思います。 

　ただし、前歯が息の通り道をふさぐようではいけませんので、うまく調整が

必要です。 
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　口輪筋と咬筋をうまく使って、適度に緩んだ乙の吹き出し口、適度に絞っ

た甲や目いっぱい絞った大甲の吹き出し口を作り、そして、スカートのよう

に広がる上唇にしましょう。それに合わせて笛の管尻を下げましょう。そう

すれば音量のあるつや音が楽しめるはずです。 

　以上は実験段階のものですので上達を保障するものではありませんし、

スランプに陥る可能性もあります。（おわび）

Page 4 of 4

- 45-



（５）出だしは丸く　－七色の音色－

 
以下は実験段階のものです。誰もがうまくいくとは限りませんのでご注意。 

　大きな音が出だしたころ師匠から、最初から大きな音を出すと聞き苦しい

ので、出だしは丸く出してだんだんふくらませなさい、と指導を受けました。 

　そうなんです。はなから高圧力がつ息の量全開で音を出すと、ボンという

破裂音からはじまるかのように聞こえます。 

　ではどうするのでしょうか。 

　　  

　上左の図のように最初は息をそっと出し音が鳴り出したら、右の図のよう

に、下あごを引くことによって息の方向を下に向けつつ、息の量を増やしな

がら、圧力も上げ、安定させます。（息の方向を下に向けるといっても孔１

個か２個分です。）上唇の位置はほとんど変わりません。下唇だけが動きま

す。図１ではおだやかな音が出始め、図２に移るにしたがいだんだんとツヤ

音に変わっていきます。まさに尺八らしい音がヒュオーーンと出てきます。

このあたりのことを達人の教えなどの章で達人C 氏が唇をこするとすばらし

い音が出る、と表現していたのだと思います。音の終わりはまた上の図 図

１のおだやかな音に戻します。 
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　　息の方向を孔一つ下げるのは前項のアンブシュール（唇の形）－唇の

本格的な動かし方－の説明の中の、下の音を出す唇の動きと似ています。

下の音を出す場合は穴をふさぎ、息の方向を変えるだけで、息の量や息の

圧力はさほど変わりませんが、音をふくらませる場合は音の高さは変わら

ずに、息の方向を下げ、息の量を増やすとともに、息の圧力もだんだん上

げていくわけです。 

 
　息の量や圧力、息の方向によって、上図のように色々な音色が出ること

がわかります。 

　この図とそっくりで、もっと色々な音を網羅した図をどなたかが紹介されて

いるのをどこかで見たことがあります。本棚などを一生懸命に探してみたの

ですが残念ながら出てきません。その図にはX軸やY軸の説明の記載がな

かったようでその時はあり得ない、と思ったのですが、あり得ます。 

　普通に圧力と息の量を増やしていくと、音色はおだやかな音→ツヤ音→

響き渡る音→爆音へと変わっていきます。息の方向はだんだん下のほうへ

押し込むように吹き出します。息の量を増やして息の圧力をあまり上げなけ
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ればゆるんだ音･ぼけた音になります。息の量をあまり増やさず息の圧力

だけを増やしますと硬い音になります。 

　ここで、息を吹き出す角度は非常に重要です。ある音を出そうとする時、

息の圧力と息の量に応じて吹き出すべき息の角度が決まり、音色も決まり

ます。そんな微妙なことは出来なさそうに思えるのですが、出来ます。まず

弱目に音を出し、その息の量で出来るだけ音色や響きががいいように調整

します。それがおだやかな音です。おだやかな音が決まったら、徐々に下

あごを引くことにより下唇を引き息の吹き出し方向を下方向にしつつ息の量

を増やします。あごの引き方や息の量を微調整しながら音色を良く聞いて

いるとツヤ音に変わってくるはずです。探しましょう。探りましょう。息の方向

を下げるのは孔１個か多くて２個分です。 

 

　　  

　唇をあたかもこすり合わせているような感じです。ツヤ音が出だしたらさら

に圧力をかけ息の量も増やしていったら、いくらでも大きく響き渡る音が出

せるような気になります。私はまだ出来ませんが、達人A氏はカリ気味に吹

いて歌口の裏側に息をぶつければいくらでも大きな音が出るとおっしゃって

います。この唇こすりのわざとカリ気味吹きをあわせればいいのかなあと思

索をめぐらせているところです。 
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　息の角度が合わない場合はどうなるのでしょうか。角度があっていないと

残念ながらツヤ音にはなりません。おだやかな音や硬い音やゆるんだ音、

響き渡る音、爆音すべてうまく出ません。静かに音を出したら、耳を澄ませ

て笛の音を聞きながら下あごを少しずつ引いていき息の角度をだんだん下

向きにしましょう。澄んだ音が出なければ何度か下あごをゆっくり前後して

みましょう。耳を澄ませてみてください。このあたりがぴったり角度のポイン

トかな、と思ったら息の流量を増やしながらさらに下あごを引いていきま

す。ツヤ音が出てさらに響き渡る音が出るはずです。息漏れのない静かに

響く音澄んだ音、肺から抵抗もなく静かにスーッと音が出ればそれがツヤ

音への入り口です。唇こすりと息流量増加によりツヤ音、響き渡る音に変

化していきます。 

　唇こすり（下あご前後動）については、『（４－b）アンブシュール（唇の形）

をあやつるーあごの動かし方ー』の項であごの動かし方を細かく説明して

おりますので、唇がすり切れるくらい（すり切れることはありませんが）フー

スリースリーフーと練習してみてください。目指せツヤ音！ 

　さて、『達人の教えなどー（３）達人C氏の教え』の項で達人C氏は次のよう

に述べています。 

　　１．一音（たとえば甲ロ）を出します。 

　　２．音が出たら、ほんの少し下唇を前に出し気味にします。 

　　３．そして、下唇は大体そのままにする気持ちであご（顎）を手前下　　に

ゆっくり引いていきます。（実際は下唇も顎に少しついていく） 

　私の説明と達人C 氏のとでは微妙にずれています。特に ３．であご（顎）

を手前下にゆっくり引くと述べています。なるほど、私の説明のようにすると

あごを引いて息の量を増やすので息の圧力が高まりすぎてしまう可能性が

あります。あごを手前下に引いて息の出口を広げながら息の量を増やすと

いうのが正解かもしれません。（研究中） 

　また、『達人の教えなどー（１）達人A氏の教え』の項で達人A氏は次のよう

に述べています。 

　１　唇と歌口は近いほうがよい。いい音が鳴る。 

　２　まず笛をカリ気味にする。→ そのまま吹くと歌口が遠いので息が　　

かすれる。 → 笛はカッたままで笛を唇に近づける。（カリを戻して　　　はい

けない。） → やや唇を突き出すようにして近づける。 

　５　唇は上唇よりも下唇を出すようにする。（息が前方に出る。） 

　 　→ 上唇を下唇よりも出してしまうと、息が下に出るため、穴に大部分が

入ってしまうので駄目。 

　６　練習は乙のロで大きな音を出すのがよい。出やすいはずだ。そうすれ

ば、チとかあれこれ大きい音が出るようになる。 

　　と述べています。特に５で、唇は上唇よりも下唇を出すようにする。（息

が前方に出る。）と説明されていて、私の説明のようにツヤ音を出す時にあ

ごを引くと上唇が突き出てしまうので、達人A氏の説明から全くずれずれに

なってしまいます。６の、練習は乙のロで大きな音を出すのがよい。出やす
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いはずだ。というのは実際そうでした。カリ気味にして唇を歌口に近づけて

ふっと吹くと乙音のロが大きい音で出ました。 

（これらも研究中です） 

　長音１個だけでなく、音のつながりやメロディーはどのように吹くのでしょう

か。それはまさに現時点での私の研究テーマです。次の項で、、、 

　 

　以上は実験段階のものですので上達を保障するものではありませんし、

スランプに陥る可能性もあります（おわび）。あれこれと研究する中で一緒

に上達しましょう。
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（５a）出だしは丸く－メロディー編－

 
以下は実験段階のものです。誰もがうまくいくとは限りませんのでご注意。 

　 
前項で、音の出だしは丸く出しだんだんふくらませツヤ音を出す、ということについて詳しく説明しまし

た。一音の長音については出来そうですがメロディーは難しそうです。どうするのでしょうか。

甲　　レ チレツレ  ロ 

 息の方向 

（理論的）

2孔→1孔 

　　　→2孔 

　　チ 　　　　レ　　　　　ツ　　　　　レ 

3→2→3　2→1→2 1→0→1 2→1→2 

すべて第○孔（0は下孔,-1は更に下方)

 0→

-1→　　

0

 息の方向 

（実際））

 2孔→1孔 

　　　→2孔
 3→2・・・・・→1・・・・→0・・・・・→1→2

 0→

-1→　　

0

 息の量 

（理論的）

１→3--- 

　　　　→1 
 1→3→1 1→3→1 1→3→1 1→3→1

 1→3

→1

 息の量 

（実際）

 １→3--- 

　　　　→1
 1→2－－－－－－－－－－－→1

  1→

3→1

　上の表のようになろうかと思います。２分音符は基本的なふくらんだ音にします。八分音符を一つ

ずつふくらんだ音にしようとするととんでもなく忙しいことになってしまいますので、かなりあごの動き

を少なくして中間的な息の方向息の量になると思います。

　メロディーの最初の音はやはりおだやかな音を出し、あとは音の移り変わりの中で各音がツヤ音に

なるように唇を調整するということになるのでしょうか。ツヤ音にはかなり圧力がかかっていますので

無理すると、ボンという破裂音のような音が出てしまいます。滑らかにツヤ音からツヤ音へとつなぎ

ましょう。唇こすりが忙しすぎて間に合いませんが、うまくはしょりながらつないでいくものと思いま

す。
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　上図は前項で説明したツヤ音を出すための下あごの動きです。（それにともなって下唇が動きま

す。音の連続であるメロディーではスリスリスリーと滑らかに動き回ります。長音ではおだやかな音

からツヤ音響き渡る音へと音色が変わって楽しいことになります。尺八吹き冥利に尽きます。目指せ

メロデイックなツヤ音！

　以上は実験段階のものですので上達を保障するものではありませんし、

スランプに陥る可能性もあります（おわび）。あれこれと研究する中で一緒

に上達しましょう。
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（５b）閑話休題　 １ 岐阜県岩村町（恵那市）

 
　岩村町は知多市と長年姉妹都市で交流も多いところです。今は市町村合

併で恵那市の一地区となっています。 

　  

上の写真は岩村町の秋祭りの様子で、毎年10月の第一土日に行われるよ

うです。神様が年に一度下の神社から上の神社へ出かけ、二日目にまたも

との神社に戻ります。その行列がなかなかの見ものです。小さい子供たち

からご老人まで大勢が昔の衣装を着込んで参加します。神様は二日とも昼

ごろ途中のお屋敷の家でお休みされますが、その屋敷に到着したところの

写真です。 
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　上の写真は、岩村町富田地区にある「カフェ神谷家」（０５７３－４３ー

２７８８）の池にある浮きいかだの様子です。中秋の名月をこの上でみんな

でじっくり堪能したと、ご主人がおっしゃっていました。カフェは3月から11月

の土日だけオープン。昼ランチ1000円程度でおいしいです。カフェはおしゃ

れな古民家の一画にあります。 

 
　この石碑は岩村の江戸時代の才人佐藤一斉が残した言葉の一つです。

公園でこれを見つけて尺八のための教えだなと思ってしまいました。 

　　凡そ（およそ）教は外よりして入り　工夫は内よりして出づ 

　尺八の上達は日々テーマを持って一つ一つ乗り越えていく必要がありま

す。一つの教えが非常に役に立ちます。それを定着させるのは各人の工夫

なんでしょうか。工夫を重ねることが上達につながると思います。佐藤一斉

の教は、岩村の昔からのメインどおりのあちこちに色々な言葉が掲示され

ていますし、小中学校でも教えているようです。一斉の残した言葉集はその

通りの途中にある岩村観光協会(0573-43-3231)で１冊500円で販売されて

いました。現代にも通じる深い内容です。駐車場は岩村町役場（現恵那市

岩村支所）が便利です。お土産はちょっと固めのカステラをどうぞ。 
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（６）開いて吹く

 
　「開いて吹くように」とおっしゃるのは、達人Ｂ氏です。 

１「息を絞らず開いて吹く」（Ｂ氏の教え） 

・尺八の息は強い息が基本。開いて吹く。息を絞らないこと。唄を歌うのと同

じ。喉を絞ってはいい声にならない。のどを開いて腹から声を出すといい声とな

るのと同じ。 

・音を飛ばすこと。音を絞らないこと。開いて吹くことが大切。 

・初心者のうちは強く吹くと息切れがしてしまうので、そっと吹くことで、息継

ぎを我慢していることも多いが、いつまでもそっと吹いていてはいけない。 

・多くの人は小さい音になじんでしまっている。意識して絞らず開いて吹く。 

・そっと吹くのが習慣になった人は開いて吹くのに1年はかかる。 

　・ストローで息を吹く。ごく強く吹いて、息の強さが十分前に出るように。そ

れくらい強く吹く。 

　・大甲レを吹こう。大甲レは息を絞っては音が出てこない。大甲レを吹いて、

さらに息が広く開いて吹けるように練習するとよい。 

 

　尺八は唇やのど、息の通り道を開いて吹く、強く吹いて圧力をかけることが必

要です。開きが不十分だと、息量が増やせず、圧力が無駄になり、いい音が鳴ら

ないものです。 

 
　大きい音、響き渡る音を出すためには 

　①腹筋を使って、安定した勢いのある息をスッポーンと出すこと 

　②肺から出た息を全部音に変えてやること 

　③そのためには、歌口に正確に吹き出すこと 

Page 1 of 2

- 55-



　④また、音の高さ・低さ、息の量の多さ・少なさ、息の圧力の高さ・低さに応

じて、歌口に当てる息の角度を変えてやること 

が必要となります 
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（６ａ）達人級の奏者の横顔

 
　演奏会で最前列の端っこで達人級の演奏を拝見したことはあるでしょう

か？ 

　今日、演奏会で大勢の上手な方々が尺八を演奏されるのを、ほぼ最前列

の端っこで鑑賞したが、奇妙なことに気が付いた。達人級は横顔が長ーく

見えるのだ。 

 
　飛びきり上手な達人級のお二人は、あごのでっぱりからほほ、犬歯の上

の唇まで一直線に黒い影ができているのだ。まるで馬の顔のような、犬の

顔のような、狐の顔のような直線の影である。顔が長ーく長ーく長ーく見え

るのだ。鼻の下が長ーいのか、何かちょっと違うような気もするが、顔が

長ーく見えた。そしてそこからまっすぐ尺八が伸びているのである。普通に

上手な方々はそのような影はめったになかった。（おひとりみえたが、影の

線から尺八がまっすぐではなく、ややカリ気味に伸びて音がかすれ気味で

あった。上手でしたが・・・。） 
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　このような観察も、いい音色を追求するための参考になる気がするわたくしで

す。
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（６ｂ）開く吹き方 その２　馬面吹きとカエル面吹き）

 
　尺八の吹き方で、馬面吹きとカエル面吹きの２種類があると思います。 

　【馬面吹きの図-外見】　　　　　　　　【カエル面吹き-外見】 

 
 

　　　　【口の中-馬面】　　　　　　　　　　　【口の中-カエル面】 

 
　カエル吹きのやり方は、通常の吹き方です。唇を横に引くとカエルのよう

な顔になります。ほっぺをかむようにすればさらにいい形のカエル顔の唇と

なります。 

　馬面吹きのやり方は、少し唇を突き出しながら唇を横に引くわけです。唇

を突き出すか突き出さないかの差です。 

　馬面吹きとカエル吹きの何が違うのでしょうか。これは、舌の位置が変わ

ります。 
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　舌は、口の中で適当に存在しているのですが、尺八を吹く時は長い息が

欲しいので、舌は勝手に上あごすれすれに行って、肺からの息を早く絞ろう

とします。それでは困るのです。息の絞りは唇だけですべて完結させなけ

れば、音の強弱がつけにくいのです。舌で先に息が絞られていると、大きい

音を出すべく大量の息を出そうとすると、まず舌を上あごから遠ざけると同

時に唇を広げるという二つの作業をする必要が出てきます。 

　その点、馬面吹きにすると、どういうわけか勝手に舌が上あごから遠く離

れて下あご近くで行儀良くなるのです。馬面吹きだとろうそくの灯を消すよう

にフーフーと素直で自然な息が出てきます。ところがカエル面吹きではシー

シーに近い、濁った息が出てきてしまいます。 

　この舌の位置による空間を達人C氏（本ホームページ 達人C氏の教えの

章参考）は「口腔前庭」という表現で述べられています。（たぶん） 

　カエル面より馬面吹きにした方が開いて吹きやすいのです。勿論カエル

面で見事に演奏される方も見えますが、舌の位置を見事にコントロールさ

れているからだと思います。 

　口笛を吹く時、低音は馬面になり、高音では舌が上あごにくっついていき

ます。尺八を吹く時は、口笛を低音で吹く時の舌の形が適当で「口腔前庭」

も広く取れます。ただ口笛では、唇は丸くしてしまうので尺八の唇とは違い

ます。尺八の唇は横長です。 

　なお馬面吹きは鼻の下が長くなり老け顔になります、若い方や女性はカ

エル吹きにして、舌の位置に十分注意される方がよいのかも、、、？ 

（※ 尺八初心者では、口笛を吹くと唇の先が丸くなるため、尺八の音が突

然出なくなることがありますのでご注意。）
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（６C）開く吹き方 その３　パクパク吹き）

 
パクパク吹き 

　この吹き方は、達人Ｂ氏の教えです。：正しい構え方（アンブシュ）が身に

つきます。ある音、例えばハを吹こうとする。そして、笛に下あご（下唇）を当

てたまま、口（上唇)を大きく開け、パクッと口を閉じてハの音を出す。息を吹

きだそうとせず自然に任せるだけで、口を閉じた勢いでハの音が出る。パク

パクパクと1秒おきに何度も繰り返す。すべての音がこれで、自然に出るよ

うになれば、いつでもどこでもパッと笛を構えればパッと音が出るようにな

る。尺八の基本はこれに尽きると考える人もいるそうです。 

 
　開いて吹くのその２の頁の「馬面吹き」とこの「パクパク吹き」を比べてみ

ましょう。違うようで目的はかなり似ています。馬面吹きでは、口腔前庭を

作ることに主眼を置いていましたが、パクパクでは同様に、大きく口を開け

た時に、舌が下あごに置きやられるため、口をすぼめても、だんだんと舌が
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上あごに近づきにくくなっていきます。そのため何度もパクパクとやっている

うちに口腔前庭が広く出来上がっていくのです。開いて吹けるというわけで

す。 

　パクパク吹きはほかにもいい所があり、いろいろな音が常に開いて吹ける

ようになっていきます。ちじこまっていた音がおおらかなのびのびとした音

になっていきます。 

　上級者のパクパク吹きは小さい音もごくスムーズですが、でかい音は本

当にでかい音で、耳をふさぎたくなるくらいの音で一秒くらいの刻みでパク

パクと練習をされています。 

 

※ 息の吸い方：息は口でスポッと吸う。鼻で吸うのは無理。パクパク吹き

のように上唇をバッと開けてバーンと吸いましょう。 

 

※譜面台を目一杯上げて練習：前に音が響くようになる。うつむいて吹い

ては音が響かない。顔をがーっと前に向けて音を前に出そう。あごを上げ

ることで、舌が邪魔することなく、口腔前庭が広くなった状態で吹けます。 

 
※大声を出すように吹こう：ハァーッ！と何回も大声を張り上げる。歌手が

大勢の観客の隅々まで声を届かせようと腹の奥底から声を湧き立たせるよ

うに。そのような体の動き、流れ、力の入れ方、息の出し方でハの音を吹こ

う。乙のハより甲のハの方が響く。壁の向こうに、2階席3階席まで音が響き
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渡るように吹こう。 
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（６d）開く吹き方　その４　モアイ像のように構える

 

 

　モアイ像をじっと見てみましょう。何を考えているのでしょうか、何をしよう

としているんでしょうか？くっと顔を真正面よりも上に上げて、何か力強い意

志を感じます。 

　このカマエは、開く吹き方に沿ったカマエです。のどがよく開きます。歌手

もたいていこのようなカマエをしています。あごが出てへばったわけではあ

りません。あごをくっと上げてのどを広げて吹きましょう。うつむいて吹く場

合でも、あごをくっと上げて吹いてやるとのどが開いていい音となります。 

 

前頁（６C）開く吹き方 その３　パクパク吹き）の項で次の図、譜面台を目一

杯上げて吹こう、をお示ししております。また、 

 
　次の第４章尺八ワンポイントの（２a）音を大きくしたり小さくしたりする方法　

の項で、次の図をお示ししておりますが、似ていますね。譜面台を上げる。

管尻を上げる。するとつられて顔面も上がり、大きな音になるんです。 

モアイ像のように構えれば、
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のどが広がり、おおらかな

音、澄み切った音が広がる

はずです。試してみてくださ

い。 
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（７）唇を押す離すで音の高低をつける

 
 

（１）「押す離すで高低を」とおっしゃるのは、達人Ｂ氏です。 

 

　メリカリより唇を尺八に押し付ける／離す ことで高低をつける。又は尺八を唇

に押し付ける／離す ことによりメリカリの代わりにする。尺八の上下で半音程

度は簡単に変わる。メリカリよりスムーズな演奏となる。

　メリ音は唇を歌口に近づける（または尺八を下から押し上げて歌口を唇に近づ

ける）ことを行えば通常のメリ音は出る。さらに必要ならほんの少しだけメリカ

リをすればよい。 

　メリカリをすると唇がずれてしまうことが多く、突然音が鳴りにくくなること

が多い。メリカリせずにできるだけ唇を尺八で押す・離す、で音の高さを調節す

ると良い。・・・・そのような教えです。 

 

（２）ツの半音も同様です。単にメルよりも唇を押しながらメッたほうが音が出

やすいし唇のずれも少なくなります。 

（３）ツの半音の替え指（ノとも呼ぶ）は１，２，３孔閉じですが、同時にカリ

ながら唇も離すことが必要です。それでも音が低い場合は、さらに笛をやや横に
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振って構えます。 

（４）チの半音上がりの替え指またはハの半音の替え指（ナとも呼ぶ）は１，

４，５孔閉じですが同時にカリながら唇も離すことが必要です。（ノ）と同様に

それでも音が低い場合は、さらに笛をやや横に振って構えます。（類似の井の音

は１，２，４，５閉じですが少し音が低いようです。）
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（8）チューナーを常にONにする

 
尺八の音は音程がぶれやすいので、常にチェックしながら練習することが必要です。 

　私はいつもチューナーを譜面台に固定してちらちら見ながら吹いています。私は音

感が普通なのか不十分なのか、全音はまだしも、半音は音がたいていずれてしまいま

す。 

（７）で述べたように尺八の音は唇を笛でちょっと押し気味にするだけ、引き気味に

するだけで音が下がったり上がったりしてしまいます。指穴を閉じたり開けたりする

指の動きだけで、ちょっと力が入るだけで音の高さがぶれてしまいます。常にチェッ

クしましょう。下図のチューナーは最新版で、チューナー機能と同時にメトロノーム

機能も付いていて非常に便利です。 

 

　私のチューナーはYAMAHAの四角いもので

す。10年くらい前で4,000円くらいでした。

音は440Hzを基準として1Hzずつ前後できるよ

うになっています。通常442Hzで使用してい

ます。ギター専用のものは4音程度しか音を

検出しないようですが、このYAMAHAのは

A,B,C,D,E,F,Gおよびその♭（フラット）を

検出し表示します。音の高さに応じて針が

振れ、それぞれの音にぴったりなら中央に緑のランプ、低かったり高かったりす

ると左や右に赤のランプがつきます。ま、通常のチューナーです。 

　固定具はついていませんので、チューナーを譜面台に固定するための固定用具の

設計図を紹介しましょう。（単位はｃｍです） 

　○必要な材料：15cm角の黒いアルミ板、黒いビニールテープ 

　○工具：丈夫なはさみまたは金のこ、ペンチ 
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アルミ製で黒くコーティングされた150mm×150mm　厚み0.5mm程度の薄い板

がカーマホームセンターなどで売っています。HIKARI AR151 Cアルミ板ブラック

150カク \500円くらい、というのが私が購入したものです。 

その黒いアルミ板を図のようにカットします。丈夫なはさみ（または金のこ）を使

用します。谷折りの部分はペンチでほぼ直角に折り曲げます(少しアールをつ

けたほうが丸っこくて見栄えがよいと思います。）谷折り(重ねる)の部分(0．2cm

巾）は折り重ねて二重にします。カット面やとがった部分は怪我をしやすいので

黒いビニールテープでカバーしておきます。Aの部分をダブルクリップ2個で譜

面台の下部に取り付けます。0.2mmの折り重ねた部分が引っかかり、外れにく

くなります。Bの部分にチューナーをおきます。チューナーの表面が見やすいよ

うに、A面とB面の角度を調節します。これで完成です。 

　練習中はちらちらと見て音の確認をしましょう。 

　半音の確認、ピやヒの音の確認、リの音の確認。耳がずれた音のほうで納得

してしまうというか、違和感が説得力をもって耳に入ってきてしまいます。正しい

音が素直すぎて間違っているように聞こえてしまいます。 

　私は、自宅練習中も、仲間との練習中も、琴との音あわせ中も、発表会の舞

台の上でもいつも譜面台に取り付けています。譜面台もこの器具も真っ黒なの

で目立ちません。達人Ａ氏はもっと小さくて譜面に隠れるようなものなら欲しい

なあというコメントでした。やはり達人としては音を確認しながら演奏しているの

は人に見せたくないということなのでしょうか。 
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　音合わせをする琴方からは評判はいいようです。琴方からは常に音のずれを

指摘されているので、努力が肝心ね、というようなまなざしです。 

　全音でも、甲のチは高くなってしまうことがよくあります。たまに確認しましょ

う。合奏練習中に自分の音が前に出すぎるときはたいてい音が高くなっていま

す。乙のヒや甲のチ、ピ、ヒ、半音ッ、チ、ハなどは特に注意しましょう。気持ち

よく甲チーっと出していると音が高いことが多いのです。音を大きくする場合、カ

リ気味にしてしまう癖がついているようです。息の量が増えて音は大きくなりま

すが、音が高くなります。出過ぎない音がたいてい正しい音です。大きな音を出

すべく、下唇を少し引き気味にして唇を十分あけ、息の量を十分増やし準備万

端ならばいいのですが・・・。 

　ピの音の出し方は、ハーピーハーピーと練習します。ピは裏孔をほんの少し

だけ開けてほかの孔はすべてふさぎ、甲ハの唇の形で息の通り道をふさがな

いようにそのまままっすぐ下唇を笛に押し付けて音を下げます。（笛を押し上げ

ます。ほぼそのまままっすぐカらずメらず、が大事です。)甲ハピともに音の高さ

はチューナーで確認しましょう。息の量は多くなるよう十分練習しましょう。詳し

くはまた別の項（ワンポイント）で。
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第４章 尺八ワンポイント（仮説試行錯誤中） 
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（１）ピの吹き方

 
ピの吹き方について、達人は次のようにおっしゃいます。 

　『裏穴をほんの少しだけあけて吹く。教本通り裏穴を全開すると、よほどメ

らないと正しい音とならない。ごく微弱な音となってしまう。裏穴を完全に閉

じる（ロの大甲）というのもあるが、通常使いの音とは違う。古典の曲ではピ

を絞ったほうがよい曲もあるが、通常はちゃんとまともな音量でピの音を出

すことが大切。 

　息を絞らないこと。唄を歌うのと同じ。高い音ほど声量を出さないと上手に

聞こえない。喉を絞ってはいい声にならない。 

　ピの出て来る場面はたいてい、曲が盛り上がるところ。ここで音を絞ってし

まっては曲が台無しになってしまう。裏穴をほんの少しだけあけて十分強い

息で吹き、ちゃんとした音を出す。』 

　さて、ピの音の出し方は、ハーピーハーピーと練習します。ピは裏孔をほ

んの少しだけ開けてほかの孔はすべてふさぎ、甲ハの唇の形で息の通り

道をふさがないようにそのままでＯＫです。 

　が、たいてい笛を少し唇に押し付けることが必要です。唇に笛を押し付け

ると音が下がります。押し付けながらメったり、工夫してもＯＫです。 

　第５孔のふさぎが不十分だと音が高くなります。５孔全開では全くダメで

す。通常は上から押さえますが、不十分な場合、横から押さえた方が親指

が穴にググっと深く入りやすく穴は小さくなるように思います。 

　  

　うまくいかない場合は、全孔を閉じて一旦大甲のロを出し、それから第５

穴を少し開けます。穴のあけ方で音の高さや音の大きさが大きく変わりま
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す。 

 

　甲ハピともに音の高さはチューナーで確認しましょう。息の量は多くなる

よう十分練習しましょう。 

　歌口と上唇の間ぎりぎりを、鋭く吹き抜ける感じです。
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（２）大きな音の出し方

 
この項は「第３章 （２-ａ）唇の歌口への近づけ方、大きな音の出し方」も参

照してください。 

　「開いて吹くように」とおっしゃるのは、達人Ｂ氏です。 

１「息を絞らず開いて吹く」（Ｂ氏の教え） 

・尺八の息は強い息が基本。開いて吹く。息を絞らないこと。唄を歌うのと同

じ。喉を絞ってはいい声にならない。のどを開いて腹から声を出すといい声

となるのと同じ。 

・音を飛ばすこと。音を絞らないこと。開いて吹くことが大切。 

・初心者のうちは強く吹くと息切れがしてしまうので、そっと吹くことで、息継

ぎを我慢していることも多いが、いつまでもそっと吹いていてはいけない。 

・多くの人は小さい音になじんでしまっている。意識して絞らず開いて吹く。 

・そっと吹くのが習慣になった人は開いて吹くのに1年はかかる。 

　・ストローで息を吹く。ごく強く吹いて、息の強さが十分前に出るように。そ

れくらい強く吹く。 

　・大甲レを吹こう。大甲レは息を絞っては音が出てこない。大甲レを吹い

て、さらに息が広く開いて吹けるように練習するとよい。 

 

　尺八は唇やのど、息の通り道を開いて吹く、強く吹いて圧力をかけることが

必要です。開きが不十分だと、息量が増やせず、圧力が無駄になり、いい

音が鳴らないものです。 
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　大きい音、響き渡る音を出すためには 

　①腹筋を使って、安定した勢いのある息をスッポーンと出すこと 

　②肺から出た息を全部音に変えてやること 

　③そのためには、歌口に正確に吹き出すこと 

　④また、音の高さ・低さ、息の量の多さ・少なさ、息の圧力の高さ・低さに応

じて、歌口に当てる息の角度を変えてやること 

が必要となります 

 

　尺八の太さは、リコーダーや横笛に比べてはるかに大きく、見るからにたく

さんの息の量が必要そうに見えます。ところが、いさ吹いてみると、息漏れば

かりが気になって、（実際息漏れで息も絶え絶えになります）思い切り息を吹

き込むことが出来ません。トランペットやトロンボーンなどマウスピースのつい

たものは、息を吹き込んだ分だけ音に変化しますので、気合が音の大きさに

つながります。 

　尺八はどうしても息を細くしたくなってしまいます。 

　ではどうすれば開いてふけるのでしょうか？ 

 

２　チャレンジ① 「ツレツレツレ レーーーーー」 

　どのように開くのか。たとえば音だし練習のとき私のよくやる方法は、レの

音を出す場合、「ツレツレツレ レーーーーー」とツレツレツレを前に挿入して

からレの音を出します。何回も繰り返します。最初は息の方向が合わないた

めか細いかすれた音ですが、唇の形やあご当たりの位置をあちこち微妙に

探っているうちに、だんだん息の方向が合ってきて、開いてきたのか大きい

音になっていきます。これが開くためのチャレンジのひとつかなと思います。 

　「ロツロツロツ　ツーーーーーーー」 

　「ツレツレツレ レーーーーーーー」 

　「レチレチレチ　チーーーーーーー」・・・順番にやって見ましょう。 

　なお、 
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　①音が高くなるにしたがって、息の方向は微妙に上のほうになります。 

　②また高音では唇全体をやや突き出します。 

　③息の量を増やす（音を大きくする）にしたがって息の方向は微妙に下に

なります。 

 

３　チャレンジ②　スムーズにユレる位置を探す 

 
　開いて吹くためには、唇の位置や形・あご当たりの位置が非常に大切で

す。この位置が正しいかどうかを知るためには、鏡で見るのももちろんいい

のですが、鏡であわせても最後の微妙な位置は、ユッてみて音を出してみ

なければわかりません。 

　ユッてみてすぐに音が途切れるようでは位置が正しくありません。唇の位

置・笛の位置・あご当たりを確認しましょう。たまには首の傾きも見てみましょ

う。私は首が左に傾く傾向があり、そのままユルとうまくいきません。 

　ユッてみてスムーズにユレるようでしたら開いて吹く形に近づいていると思

います。 

 

４　チャレンジ③ 唇をこする 
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　上の図Ａのように、あごを普通の状態にしていると、上の歯は下の歯の前

にあります。あごを使うためには、下あごを前後させて上の歯と下の歯を同じ

位置まで持っていったり、さらに下あごを前へ持っていって図Ｂのように上の

歯よりも下の歯が前に出るまで動かします。  

（なお、図Ａ，図Ｂのように歯が息の通り道を邪魔するようなことをしてはなら

ないことです。図は分りやすいように歯が見えていますが、通常は唇の中に

隠れて、息の通り道を空けています。） 

 

　達人Ｃ氏の章や４－ｂあごの本格的な使い方などで述べていますように。

唇をこすって息をやや下の方向に出すようにすると、息の出口が太くなりま

すので、太くなると同時に息の量を増やしてやると大きな音になります。これ

も開いた音に近づけると思います。 

 

５　チャレンジ④ 唇をこすってからユる 

　だんだんユる練習になってきていますが、唇をこすって息の出口を開き息

の量も増やした上で、ユッてやると尺八らしいプオーという音が出てきます。

これも開いた音に近づくと思います。 

 

６　チャレンジ④ カリぶきする 

 
　これは達人Ａ氏がおっしゃっていることですが、「歌口の線に向かってまっ

すぐ息を吹き込んではいけない。歌口の裏側にぶつけるように吹きなさい。

そうすれば的が広くなるし音もおおらかに大きな音になる。」 

　確かに乙ロでは、カリぶきにしてやや唇を押したほうが、鳴りやすい気がし

ます。カリぶきするのなら、いつもより唇を少し押さないと音が高くなってしま
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うと思います。・・・・ 

 

７　のどの通りをよくする 

　達人Ｂ氏は、「皆さん、うつむいて吹いてはいけません」「君は、笛を下げ

すぎてはいけません」とおっしゃっていました。６ カリぶきする、とちょっと違

いますよね。達人Ｂ氏はたぶん、のどをあけておくように、ということだったの

かもしれません。笛は重いのでうつむいた姿勢になりやすいものです。うつ

むくとのどが絞まります。すると初心者が陥りやすいのですが、息が自然に

細くなって息が長続きします。これがたいてい習慣化され、開かれた音にな

らないのです。笛をしっかり持って、笛の重さに負けずに首筋を伸ばし、頭

を上げて姿勢を良くし、のどが開いているのを確かめましょう、実感しましょ

う。 

 

 

 

　笛をしっかり持っ

て、笛の重さに負けず

に首筋を伸ばし、頭を

上げて姿勢を良く。

　のどが開いているの

を確かめる 

 

 

 

 

 

 

８　作用と反作用 

　細い息でふくと吹き込んだ時、笛からの圧力を感じません。特に半音はそ

うですね。また、大量の息で吹き込んでも、アンブシュ（唇の形）が歌口と

あっていないと、息漏れが激しく、やはり笛からの圧力というか音の出る圧力

を感じません。ところが、今日は調子よく吹けているな、というときは、息の量

に応じて、笛からの圧力というか吹き込んだ息の作用に対する反作用の音

の圧力が感じられます。作用と反作用、を感じられるようになれるといいです

ね。 

　結局、開いて吹くというのは何なのでしょうね。ＣＤでプロの音を聞くと澄み

渡った音、響き渡る音です。決してくぐもった音、かすれた音、息苦しい音で

はありません。いい音を追求しましょう。
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（２ａ）音を大きくしたり小さくしたりする方法

 

ズバリ、管尻を上げたり下げたりすることで

す！！！ 

１　第３章での説明 

「第３章 （２-ａ）唇の歌口への近づけ方、大きな音の出し方」において、大き

な音を出すためには管尻を上げ,たり、壁に向かって大きな声を出すように

して吹く、と説明しましたが、まさにそれです。音を大きくしたいときには管

尻を上げ、音を小さくしたいときには管尻を下げるわけです。管尻を上げる

と肺からの息が何の抵抗もなくスポーンと歌口に当たり、音が大きくなりま

す。反対に管尻を下げると、口の中で抵抗が生じます。 

 

２　実際に練習してみてください 

　乙ハーーと吹きながら、管尻を上げると音が大きくなり、管尻を下げると音が

小さくなるはずです。 

 
 

３ 岩田卓也氏の哀歌と藤原道山氏のリベルタンゴ 

　岩田卓也氏は京都で開かれた尺八世界大会で世界一を獲得した方ですが、

YouTubeでの「哀歌」の吹き方を見ると独特です。管尻を上げたり下げたり、何

なんだこれは？変な吹き方だあり得ない、かっこ悪、なんて言ってしまいそうで

すが、多分、音の強弱を目いっぱいつけるために激しく上げたり下げたりしてい

るのだと私は思います。穏やかに吹く藤原道山氏のYouTubeでのリベルタンゴで

も、やはり穏やかながら管尻を上げ下げしています。最後の吹ききりでは、管尻

を思い切り上げています。 

　お二人の吹き方を何度も見比べながら、管尻の上げ下げで音の強弱のつけ方の

雰囲気を学んでいきましょう。
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（３）正しい音で吹きたいのですが

 
　正しい音で吹くのは大変難しいことです。 

（１）まずは、チューナーを使用することです。これは、尺八各論（8）チュー

ナーを常にONにする、を参考にしていただきたいと思います。　 

 

（２）ドレミファソラシドを何回も吹いてみる。 

　ドレミファは、たぶん耳に正しい音があるはずですので、音の微妙な違い

が吹いていてわかるはずです。ご存知のようにドレミファは尺八では乙ハロ メ

ツ ツレチ メハ ハとなります。下から上へ上から下へと何回も練習しましょう。

チューナーも併せて利用すればいいでしょう。 

 

（３）よく知っている唱歌や童謡を吹いてみる 

　これらも耳に正しい音があるはずですので微妙な違いが分かります。練習

して微調整しましょう。  

 

（４）ハピタピも半音も正しく吹く（上級者向け） 

　これは難しいことです。唱歌のさくらさくらで試してみましょう。 

 さ  く  ら さ  く ら や よ   い の   そ  ら ー は 

甲

ハ
ハ ピ ハ ハ ピ ハ ピ タ ピ  ハ ピ ハ チ 

 

 み わ  た  す か ぎ ー り   ・ ・  ・  は な  ざ  ざ  ー か  り 
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 レ ツ レ チ レ レ ツ ロ ツ レ チ ピ ハ チ レ

 

　第５孔をほんの少し開けて吹くメリカリしない「ピ」を会得すればハピタピハ

は吹きやすくなります。タもほとんどカラず唇の押し付けを少し緩めてやる

と、音程が少し高くなり正しいタが出るはずです。 

　「ピ」に関しては、替え指で「ヒ」（１孔だけ閉じ）　（または「ヒ」（１・２孔閉じ））

もあります。 

ハヒタヒハヒハチ、と吹くわけです。
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（６）指打ちのしかたはどのように

 
　　尺八を尺八の音らしく出すにはいろいろなテクニックが必要です。この指

うちはフルートでは決してやってはいけない技法です。尺八ではもうやりづ

めにやる基本的な技法です。指打ちはタンギングを行わない尺八にとって、

なくてはならない技法です。ふにゃふにゃのメロディーがシャキッとなりま

す。 

（１）指打ち 

 

　２孔や３孔や４孔や５孔を打

ちます。レチーの時、チーの

直前に４孔を打ちます。ロツー

のツの直前に２孔又は３孔又

は４孔を打ちます。ツレーのレ

の直前に３孔又は４孔を打ち

ます。 

　チハーのハの前に５孔を打

ちます。 

　通常は1回打つのですが、４孔を重ね打ちをする超ベテランさんもいます。

直前に2回打つわけです。 

 

（２）まずは４孔打ち 

　慣れるまでは４孔打ちだけでも結構です。ロツーーのツーーの直前に４孔

を打ちます（２孔の方がよいと思いますが…)。ツレーーのレの直前に４孔を

打ちます（３孔の方がよいと思いますが…)。同様にレチーーのチの直前に４

孔を打ちます。チハーーの場合は４孔は打てないので、裏孔の第５孔を打

ちます。 

（３）指打ちの効用 

　譜面でハハハハハーーのようなのが出てきた時、普通に吹くとふにゃふ

にゃのメロディーになってしまいますが、裏孔の５孔を間にたたいてやれば

明瞭にメロディーとして聞こえてきます。（ﾒツツーーなら２孔をたたく） 

　「翼をください」の譜は、チハーー3ロハﾒハハーーハローー3ロハﾒハハーー 

ハﾒハレレーツハーー・・・・であるが、普通に吹いてはとても翼で飛ぶ感じに
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はならない。ハﾒハハーーの音が変わるたびに裏孔の５孔をたたいてやれば

メロディーがグーッと明瞭に浮かび上がってくる。名曲らしくなってきます。

試してみてください。
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（８）棒吹きから抜け出る

 
　三曲合奏（尺八・琴・三絃）する時、尺八も見事に吹きたいですよね。とこ

ろが、出てくる音は譜面の音をなぞったそのままの音、棒吹きと呼ばれるよう

ですが、メロディーとして聞こえてきません。琴と三絃は大人の演奏、尺八は子

供の演奏に聞こえてきます。やはり譜面通りではなく、あれこれ音に飾りをつけ

てやる必要があります。 

（１）ユリ 

　音の修飾で最たるものはユリでしょう。２拍以上の長音はユルことに心がけま

しょう。ユリはちょっとユレば大きく音が変わる場所を探しそこでユリます。ユ

ル時には歌口と唇が正確に平行になっていないとぷつと音が切れてしまいます。

まっすぐに吹くのはモノクロの世界、ユルのはカラー版。全く別の世界となりま

す。また一からやり直しのような、世界が広がったような感じがあります。 

（２）音を正確に出す 

　三曲合奏は音の和音で構成されます。そこで尺八の音の高低がずれていると、

ハーモニーが崩れます。琴方はかなりあきらめているようですが、甘えることな

く常に音の高さは正しくしましょう。半音（ツ、チ、ハ、レ）は、大きくずれや

すいし、ピ、ヒ、タ、リもかなりずれやすいものです。また、全音でもチやハも

微妙にずれます。チューナーを常時ＯＮにしておき確認しながら練習しましょ

う。 

（３）一音一音を大事に 

音の一つ一つに十分息を注ぎましょう。尺八は普通に音を出すと、出だしの音は

小さいものです。音が出たからといって安心せずに、更に息を注ぎ込み音を一人

前にしましょう。１拍は１拍、２拍は２拍の長さにちゃんと伸ばしましょう。尺

八の音は最後までちゃんと息を注ぎ込んでいないとすぐに音が弱ってしまいま

す。このように、一つ一つの音を一人前に育てるとだんだんいい音メロディーに

聞こえてきます。スタッカート記号の演奏でも、リコーダーのように吹くと、プ

ツッと音が切れてしまって、美しく聞こえません。もう少し息を長めに注いで一

人前の音でスタッカートを切りましょう。 

（４） レチ レ チ－など拍子外の音 

　レ （８分音符の拍子外のレ）がある場合は、単にレの音を出すのではなく、

息の量を多めに注ぎこみます。その勢いで次のチ－にアクセントをつけます。 

（５）指打ちを行う 

　２孔や３孔や４孔や５孔を打ちます。レチーの時、チーの直前に４孔を打ちま

す。ロツーのツの直前に２孔又は３孔又は４孔を打ちます。ツレーのレの直前に

３孔又は４孔を打ちます。慣れるまでは全部４孔打ちでも結構です。 

　チハーのハの前に５孔を打ちます。 

　通常は1回打つのですが、重ね打ちをする超ベテランさんもいます。直前に2回
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打つわけです。 

（６）音をふくらませる 

　尺八は一気に息を吹き込むとボン！とかバン！とか破裂するような音が出てし

まいます。音の出だしはその２～３歩前の音で始め、すみやかに音をふくらませ

て必要な強さにしましょう。音を大きくするには唇をこすりましょう。（下唇を

ずるっと上唇の下にひっこめて息の量を多くする必要があります。） 

（７）全開音を息継ぎの直前に鳴らす 

　尺八の面白いところは、息継ぎの直前に指を全部離すと全開音が鳴ることで

す。ポッという微妙な音が鳴ります。尺八吹きベテランのうちかなりの方は、こ

の全開音を見事に挿入されます。息継ぎの時には必ず挿入される方も見えます。 

　「春の海」の最初の方に、乙ローーーー、ハロツレチーーレチー、が出てきま

すが、乙ローーーー、の息継ぎの時、ポワンといい音が鳴るはずです。全開音が

挿入されています。 

（８）息継ぎを素早くする 

　第４章（10）息継ぎの仕方で述べたように、尺八は息継ぎの場面で音の流れが

途切れやすいのですが、息継ぎを素早くすることでスムーズにつながります。 

　（６）のように音をふくらませながら、全開音をかすかに鳴らし、息継ぎを素

早くすると、あーら不思議、スムーズにつながります。 

（９）笛を振り下ろしてスタートする 

　尺八は音のスタートが遅れやすい楽器です。スタート時に息を注ぎ込んでいる

のに音が鳴らず、一瞬遅れて音が鳴りだすことがよくあります。ひどいと空振り

して１音鳴らずに次の音から鳴ることもあります。バーンと出る場合には、笛を

上に振りかざして、そこから振り下ろしながらバーンと出てみましょう。合奏の

時、リーダー格の方がよく笛を振り下ろしているように見えます。音を合わせる

ためにやっているように見えますが、意外とバーンと出るためにやっているので

はないかと思っています。なお、バーンと出ると音楽性が落ちるということもあ

りますので、録音して聞いてみるなど調和のとれた音を目指しましょう。
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（９）めきめき上達する練習方法は？

 
　練習方法に王道はありません。が、上達するための工夫はいろいろありま

す。 

（１）手取り足取りの指導者 

　まずは、手取り足取り丁寧に教えてくれるような、よい指導者を見つけるこ

とです。尺八はむつかしい楽器ですので、独学は困難です。まずは教えて

もらうしかありません。できるだけ手取り足取り教えていただきましょう。尺八

は吹くと口がふさがってしまうので尺八を吹きながら教えるのはかなりむつか

しいことです。同様に教わりながら吹くのも大変です。が、手取り足取りが一

番です。  

（２）譜面台には楽譜だけ？ 

　譜面台に並べるのが楽譜だけはもったいない話です。わたくしの譜面台

にはいろいろくっつけてあります。 

　①鏡・・・１５ｃｍ×２５ｃｍくらいの大きさの鏡を譜面台の上部に装着し、譜

面の上部に顔が見えるようにしています。特に唇と歌口の接触具合を見な

がら吹いています。私の場合は自然に頭が左側に傾いているので、気が付

くたびにまっすぐに修正しています。鏡を見ないとわかりません。 

　自分の顔をしっかり見ましょう。 

 

口元はもちろん、上唇の状況、

下唇の状況、唇の突き出し具

合、横への引っ張り具合、笛の

押し付け具合、顔の微笑み具

合、ほっぺのふくらみ具合、上唇のふくらみ具合、などなど、すべて音色に

かかわるものです。 

　また笛の回転具合や、あちこちへの偏りがよく分かります。うつむいて吹く

など悪い姿勢もチェック対象です。 

　②チューナー・・・４４２ヘルツにセットし、いつも見ています。が、ぴったり

Page 1 of 3

- 86-



合わせるのはとても大変です。プロのCDでもチューナーで見ていると力むと

ころでは、ずれていることが見受けられます。しかしチェックしないと何年練

習しても音程がずれたままです。 

　③メモの貼り付け・・・常時チェックすべき点を付箋にメモしてチューナーに

貼り付けています。すぐに忘れてしまうのです。私の場合の現時点のメモ１：

首の傾き注意　メモ２：そっと吹いてから下方に息を注ぐ　メモ３：上唇中央か

らから犬歯までのふくらみに注意 

（３）ICレコーダーの活用 

　ICレコーダーを活用しましょう。世の中こんな便利なものはあ

りません。指導者の笛の音や、教わった時のそのままの録音、

CD音源、自分の吹いた曲、なんでも録音できます。１曲ずつ

に切り離し再生して何回も聞きます。アンプをつければ大きい音にもなるの

で、聞きながら吹くことができます。また繰り返し再生もできますので同じフ

レーズを５回１０回と繰り返し練習することができます。演奏会で自分の演奏

した曲を繰り返し聞くのも楽しいことだし、自分の現在の実力を知ることがで

きます。また頑張ろうという気になります。 

（４）発表会に出る 

　初心者からベテランまで、演奏会に出る

チャンスはあるはずです。初心者は先輩

連と一緒に出て後について吹くような形に

なると思いますが、それでも非常にいい経

験になります。慣れてくると独奏部分を任

されたり、更には一曲を琴集団に対し尺八

一人でという場面も出て来ることでしょう。

自分にはそんなのは無理だと思わず、一

生懸命練習を重ねて、挑戦しましょう。そ

の結果が今現在の実力です。実力を認めまた精進を重ねましょう。 

 

（５）発表会を聞く 

　発表会を聞きに行くことも楽しいことです。いろいろな曲をいろいろなレベ

ルの方々が演奏しています。非常に参考になります。客席前方の両サイド

どちらかに陣取れば、演奏者がどのようにして吹いているのかよく分かりま

す。笛の角度、笛の持ち方、指使い、ほっぺや唇のふくらみ具合、指のすり

上げすり下げ、ユリ、メリカリ、息遣い、尺八同士の息の合わせ方、琴との

息の合わせ方、いろいろなことが見えてきます。 

　また発表会場の受付などに、あれこれの発表会のチラシも置いてあるこ

とも多く、良さそうなのにまた出かけることもできます。 

 

（６）尺八教本 

　初心者向けの教本が都山流などから販売されていますので参考になりま

す。 
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中級上級向けとなると、なかなかいいのが見つかりません。ネットなどでこ

れはと思えるものを探されるといいとも思いますが・・・。ホームページなど

で吹き方の解説をしているものもありますので（私のもそうですが）参考に

なります。 

　尺八だけでなく、フルートやバイオリン、サックスなどの教本も参考になり

ます。 

フルートについては総論の項で紹介しましたが　― フルート演奏技法　エド

ウイン・プトニック　全音楽譜出版より ―全103p　2，200円、が非常に参考

になります。
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（10）息継ぎの仕方

 
　息継ぎの素早さは、演奏が音楽になるかどうかの境目となります。三曲

合奏で、テンポの速い曲でゆっくり息を吸っていると箏に置き去りにされて

しまいますゆったりとした曲でも、ぎりぎりまで音を伸ばし、素早く吸って次

の音に入らないと場が白けてしまいます。 

（１）パクパク吹きと息継ぎ 

　第３章（６Ｃ）でパクパク吹きの説明をしました。パクパク吹きは、達人Ｂ氏

の教えです。息を吸うのもパクパク吹きとそっくりです。息継ぎの場所に来

たら、笛に下あご（下唇）を当てたまま、口（上アゴ)をパッと大きく開け、ス

ポッと吸う。鼻で吸うのは無理。パクパク吹きのように上アゴをバッと上げて

バーンと吸いましょう。そして何もなかったように次の音をパクっと鳴らして

いきます。一瞬の間にドカッと息が吸えるはずです。 
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（２）頭を放り上げる 

　　更に丁寧に説明すると、パクパクの時に動くのは上あごから上の頭で

す。下あごには尺八がくっついているので下あごは動かしにくいのです。勢

いをつけて素早く吸おうと思っても、頭はとっても重たいので簡単には動い

てくれません、そこでヨイショッと笛と下あごで頭を勢いをつけて持ち上げて

上に放り投げるようにしてパッと息を吸うとスムーズに息が吸えます。砲丸

投げのようなものでしょうか。 

　うつむいて吹いていると、勢いよくパクっとは息は吸えません。口が開きま

せん。姿勢を正してのけぞるくらいに正しい姿勢にすると、頭はスムーズに

動かせます。ずーっとのけぞっていては格好が悪いので、先ほどのように

尺八と下あごで頭を放り上げることになるわけです。ＹｏｕＴｕｂｅで現代尺八

を見ているとみんな頭を放り投げながら息を吸っているのが分かるはずで

す。Bamboo Flute Orchestra５人組女性ユニットも頭を放り投げながら息を

吸っています。 
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（11）尺八 ユリの入れ方

 
　三曲合奏（尺八・琴・三絃）する時、尺八も見事に吹きたいですよね。やは

り譜面通りではなく、あれこれ音に飾りをつけてやる必要があります。 

（１）ユリ 

　音の修飾で最たるものはユリでしょう。２拍以上の長音はユルことに心が

けましょう。ユリはちょっとユレば大きく音が変わる場所を探しそこでユリま

す。ユル時には歌口と唇が正確に平行になっていないとぷつと音が切れて

しまいます。まっすぐに吹くのはモノクロの世界、ユルのはカラー版。全く別

の世界となります。また一からやり直しのような、世界が広がったような感じ

があります。 

（２）正しく構え、首を自由に振る。 

　ユリには横ユリ・たてユリ・回しユリと色々ありますが、特にこだわらず、首

を横に振ってみたり、縦に振ってみたり、回してみたりと、自由に振る・振れ

ることが大切です。 

　首を動かすと、当然笛と唇の接点も動くため、音がプツッと途切れてしまう

ことも多いのです。音が途切れないように何度も正しく構え直し、首を動か

します。音が途切れず、最も大きくユレるところがポイントです。 

　たてユリは少しの動きで横ユリよりも大きくユレますが、安定して吹くのに

は練習量が必要なようです。横ユリは鏡を見て正しく構え、鏡を見て正しく

唇に沿って横に振れば、音が途切れないはずです。 

（３）管尻を上げてユリを止める 

　ユリを入れると、せっかくの入れたユリのせいで曲のメロディーが不安定

になります。それは、ユリが止まらず正音が幹となっていないためです。常

に波長がずれたままでフラフラしているせいです。ユリは入れたり止めたり

入れたり止めたりしなければ、ふらふらします。 

　ユリを止めるには、管尻を上げます。管尻を上げるとあーら不思議、音が

正音となりメロディーの幹がしっかりします。 

（４）ハローー、ハローーでユッてみる 

　普通にハローと吹き、ロの音を確認した後、ユリはじめます。2，3秒ユッた

ら管尻を上げてユリを止め、次のハローに入ります。ロの音を確認したらユ

リ続けます。音が微細に最小に途切れるまでユリ続けます。 

　このようにユル－止める－ユル－止める、を何度も繰り返してみましょう。
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ユリを入れない時よりはるかに尺八らしい音となっているはずです。 

（５）ユル前につやのある音にする 

　ハローーのユリで普通にユルよりも、ロの音をつやのある音にしてから

ユッた方が、雰囲気が出ます。つやのある音にするためには、唇をこすりま

す。 

　　  

こすって上唇を出してやると、息の量が増えて音も大きくなり、少し圧力を

加えると、つやのある音となります。そこからユッてやると更に尺八の音色

らしくなります。 

　唇こすりの方法は第3章尺八各論（４－b）アンブシュール（唇の形）をあや

つるーあごの動かし方ーの項で述べた方法です。 

　息を吹き出しながらあごを前後させていると、まるで唇をこすっているよう

にも感じると思います。息の出ている中央部分はこすれませんが、唇の両

側がゆっくりこすれているのがわかると思います。大げさですが、図Ｂの状

態から図Ａの状態にこすってやれば息の量が増え、口内圧又は腹圧を強く

してやれば、つやのある音となります。そこからユリはじめるわけです。お

試しください。 

（６）全開音を入れる（おまけ） 

　ユリ終わりに音がスーッと消える直前に、孔を抑えている指をパッと全部

離してやると、ポッとわずかな音が鳴ります。それがまた尺八らしさを増して

くれると思います。これもお試しください。
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第５章 尺八初心者レッスン 
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（１）音が鳴りません

 
 

　尺八を習い始めて第一関門が、音を鳴らすことです。ふうふう吹いても全

くならず、頭もボウーっとなってきて途方に暮れてしまいます。 

（１）歌口を唇の先でついばむ 

　音が鳴らないということは息の入れ方がまずいということです。息をどこへ

入れるかというと、歌口の中央です。歌口の中央に向かって息を入れるの

ですが （図A）、意外とずれるのです。 

目で見えればいいのですが、口元は目

で見にくいのです。 

　そこで、目で見ず、唇の先で感じること

で息の方向を合わせるわけです。普通

に尺八を構えたら、管尻を少し持ち上げ

て、唇の合せ目と歌口のラインを合せ、

唇の先で歌口の中央をちょんちょんとつ

いばみます。ここらあたりが中央かなと

思ったら、自然な角度の構えに戻し、

そっとフーッと吹きます。唇と歌口の距離

は５ミリくらいにします。 

　ちょんちょんと歌口をついばんではフーッ、フーッを何度も繰り返します。 

（２）全開の音で 

　初心者の場合は、指で穴をフタしたりせず、全部開けた状態で吹くのが音

が出やすいと思います。 

（３）尺八の角度 

　尺八を構える角度は下のイラストくらい、約３０度くらいの角度でいいで

しょう。 
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（４）唇の形 

　少し横に引きましょう。口角を上げる動作の途中かのように、横に引きま

しょう。頬の内側を少しかむようにするといい感じになります。 

　初心者の場合、唇がゆるすぎる場合があります。その時は、酸っぱいも

のを食べた時のように口元をギュッと絞ってみましょう。唇を横に引きなが

ら、酢ッパーと絞るとゆるみ過ぎた唇がよい形になります。唇を絞り過ぎて

も、息の出口がなくなってしまいよくありませんが。 

（５）あご当たりの初期化 

　第３章尺八各論の（１）正しく構えるで説明しましたが、下図のようなあご

当たりの初期化も音が鳴らない時に試すのもいいです。 

　練習中にあご当たりがずれて、音が鳴りにくくなった、音がまったくならな

くなったということがよくあります。そんな場合には、次の図のように、笛を

水平に持ち上げて、唇の中央の線と歌口の線を軽く接触させて合わせ、笛

を下に下げるとあご当たりの初期化ができます。このあたりに音がちゃんと

鳴る場所があるはずです 
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　　歌口ついばみ作戦で、息の出口をしっかり感じて、音出し頑張りましょ

う。
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（２）甲の音が出ません

 
 

　尺八を習い始めて第一関門が、音を鳴らすことです。鳴れば次には甲音

を鳴らしたいということとなります。甲音は乙音と唇の締め方が変わりま

す。 

（１）唇の形 

　前項の「尺八の音が鳴りません（４）唇の形」で説明したように、音が鳴ら

ない場合は　「唇を少し横に引きましょう。口角を上げる動作の途中かのよ

うに、横に引きましょう。頬の内側を少しかむようにするといい感じになりま

す。」と記載しましたが、甲音も全く同じです。 

（２）唇を絞る　甲音の場合は、唇を横

に引いてもまだ唇がゆるすぎる場合

があります。その時は、酸っぱいレモ

ンを食べた時のように口元をギュッと

絞ってみましょう。唇を横に引きなが

ら、酢ッパーと絞るとゆるみ過ぎた唇

がよい形になります。これで甲音にも

対応できるはずです。唇を絞り過ぎ

て、息の出口がなくなってしまっては

よくありませんが。 

　普通に絞れば、練習をしていけば甲のロツレチまでは何とか出るはずで

すが、甲ハピシ大甲レとなると骨が折れます。唇を絞ったはずが、息がブ

リ、ブリブリッと唇の横から漏れてしまうのです。そうなんです、極めて高い

音は息に高い圧力をかけるため、よっぽどうまく口を絞り込まないと、唇や

ほっぺが息の圧力に負けて息が漏れてしまうのです。当然音も鳴りませ

ん、腹に力を入れて吹きこむと同時に、唇もしっかり絞りましょう。 

（３）息に圧力を加える 

　甲音は、唇を絞ることによって音を出すのが基本ですが、息の圧力も大

切です。腹筋に力を入れて息を送り出しましょう。なお、高い圧力を落とす

場所は口先・唇だけです。決して喉の奥や舌と上あごの間を狭くしてしまっ

たりして圧力を落とさないようにしましょう。（これは「開く吹き方」で息出しの

基本です。） 

　高い圧力が分からない場合は、ほっぺをふくらませて、指でつついてみま
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しょう。尺八を吹いている時はほっぺはしぼんでいるのでつつけないのです

が、尺八を持たずに唇を閉じて、ほっぺを思い切りふくらませます。そこで

ほっぺをつついてみるとブヨンブヨンとへこむようでは全く圧力不足です。圧

力をかけ固くなったほっぺは５ミリか１ｃｍくらいしかへこみません。無理に

押すと唇からブッブリッと息漏れがします。（（２）の説明と同じブッブリッで

す。）この圧力が甲音には必要になります。圧力に対応して唇をうまく絞り

ましょう。 

（４）尻ドン吹き　どうしても甲音が出ない場合は、「尻ドン

吹き」を試してみるとよいかもしれません。 

椅子に腰かけて吹くのですが、吹く前にお尻を１０ｃｍほ

ど浮かせて、お尻をドンとおろした時にプーッと吹くわけ

です。息に勢いが付き圧力も高まります。甲音が出るは

ずです。（舞台の演奏者を見ていると、大きな音が欲しい

ときにたまにやっていますよ。目に見えないほどわずか

に腰を上げて尺八も振り下ろしてドンと勢い良く吹いてい

ます。）
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（３）半音が鳴りません

 
 

　尺八を習い始めて第一関門が、音を鳴らすことです。次が甲音を鳴らすこ

と。更にその次が半音（または大メリとも言う）への挑戦です。半音を正しく

吹くにはポイントにぴったりと弱い息を注ぐ必要があります。ﾊ（ハの半音）

やﾁ（チの半音）は比較的やさしいのですが、ﾂ（ツの半音）となるとお手上

げが普通です。そのお手上げの甲ﾂの練習をしてみましょう。 

　ﾊ（ハの半音）はドレミではシの半音下がりの音です。ﾁ（チの半音）はドレ

ミではラの半音下がりの音です。ﾂ（ツ半音）はドレミではミの半音下がりの

音です。マイナーな音ですがいろんな曲を完成させるには必要な音たちで

す。 

 

ツの半音の練習は２段階で行いましょう。第１段階はメる練習。第２段階が

第１孔の押さえです。（これは達人C氏のDVDでの説明の流用です。） 

（１）沈る（メル） 

　まず全音のツでメル練習をします。 

　メルというのはあごをぐっと引いて、顔の面を１０度ほど下方に向ける感じ

です。慣れてくればメッたり戻したりリズミカルにできるように練習します。全

音のツの指使いのままメると音がぐっと下がります。メったり戻したりして、

音の下がる感じを習得しましょう。 

　ツの全音でメることができるようになれば次の（２）の指使いをすれば、ﾂ

（ツの半音）の音が出ます。息はそっと少量出しましょう。 

（2）指使い 

　ﾂ（ツ半音）の指はすべてを押

さえてから１の指の孔をわずか

に開ける、ということとなります

が、わずかはわずかでもごくわ

ずかとなります。指をぐっと第一

孔に、ねじりこむ感じでぐっと抑

え込み、すき間を少し残す、そ

んな感じです。 

　ﾊ（ハの半音）やﾁ（チの半音）

の場合はねじりこまなくても十
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分音は下がります。 

　音の調整は図の矢印のように

ふさぐ指と穴との境目の点を意

識し、ﾂ半音の音の高さを調整

します。境目を意識するのはﾊ

やﾁなどすべての半音に通じま

す。 

　この説明は２章尺八の吹き方の解説本「はじめての尺八」を流用していま

す。 

　 

 

 

（３）息の量 

　ﾂの場合、息の量は五分の一くらいまでぐっと減らしましょう。息の量が多

いと正しい音にならず高くなりがちです。ﾁやﾊの場合は半分ぐらいの息の

量でしょうか。 

（４）唇の大きさと吹きこ

む位置 

　図のように唇から出

る息の量が少ないので

唇は小さくなります。息

を注ぎ込む位置は、全

音の時の中央部分ではなく、下半分を切り落とした部分のような位置となり

ます。息の目指すのは歌口ですのでそういう位置となります。 

 

（４）息の方向 

 
息の方向は歌口より常に前方の角度ですので、メリでうつむいた分やや上
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に吹き込む感じとなります。息の角度を変えないと、もしくは吹きこむ位置を

上方にしないとごく小さい音しかなりません。または音自体が鳴りません。 

（４）チューナーを見る 

 

　正しい半音を獲得するにはチュー

ナーを見るしかありません。３章の

（８）チューナーを常時ＯＮにしておく、

での説明のように、いつも譜面台に

チューナーをセットして音を見える化

して練習することによって正しい半音

が獲得できます。正しい半音を出して

こそ尺八音は音楽となるのです。尺八を音楽の世界で楽しみましょう。
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（４）中メリ音と半音の違い

 
 

　　 

「中メリ」というのがあります。大メリ

とは違います。ﾊ（ハの半音）、ﾁ（チ

の半音）、ﾂ（ツの半音）は大メリと

呼んでいます。 

中メリにはハの中メリ「ﾒハ」やツの

中メリ「ﾒツ」があります。 

　ﾒハはドレミではシの音です。ﾒツ

はドレミではミの音です。とっても重

要な音です。 

（１）指使い 

　ﾒツだと図のように第一孔を横から半分ふさぎます矢印の接点部分に注

意を払い、音の高さを調整します。 

（２）息の量 

　息の量は全音の半分程度に抑えます。多すぎると音程が上がってしまい

ます。 

（３）中メリはメルのかメラないのか 

　ちょっとメッた方が音は正しく出やすいのですが、メラずに出す練習をしま

しょう。その方が楽ちんです。 

（４）中メリ「ﾒハ」 

　ﾒハは指を横からかぶせるだけで出るはずです。 

（５）中メリ「ﾒツ」 

　ﾒツは通常は少しメルのですが、少しかぶせを大きくすればメラずに正し

い音が出ます。練習してメラないﾒツを手に入れましょう。ポンとかぶせるタ

タキ一発のﾒツです。できてしまえば簡単です。
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第６章 みんなで尺八を吹こう 
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（１）竹鳴会

 

 
尺八の音色は日本人の心にしみわたります。 

　伝統芸能としてめんめんと受けつがれた入魂の楽曲と技術にじっくり取り

組んでみましょう。 

　心と身体を、伝統の世界に浸らせてくれます。 

　趣味としてなかなか良いものです。 

 

尺八クラブ 竹鳴会

クラブ案内
・練習場所

　　八幡まちづくりセンター（八幡公民館）0562-32-3825

　　愛知県知多市八幡字月山7番地

・練習日

　　毎回楽しい練習です。

　　毎週火曜日夜7時～8時30分頃

　　　（月曜祝日の場合、翌日の火曜日は休館日のため練習はありません）

・会費　2,000円／月

・入会・体験のご案内(直接練習日にお出でください。または八幡公民館までお

電話を。クラブ責任者の連絡先がわかるはずです。)

◎会員募集中！！

　クラブの活動

　○会員数　4名（60才台、70才台、80才台）

　○新春： ・琴の社中のひき初め会に参加

　○春：　 ・まちづくりセンター(公民館)センター祭り発表会

　　　　　 ・研修旅行

　○秋：　 ・研修旅行（現地の琴グループと音あわせ）

　　　　　 ・知多市芸能2部発表会（勤労文化会館）

◎会員募集中！！ 初心者大歓迎！！

・・・参考・・・

知多市民大学 尺八コースもあります。
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・現在　参加者12名 

・練習場所

　岡田公民館 0562-55-3095（愛知県知多市岡田）

　夜７：00～8:30

・講師は見事な腕前です。

・春コース（10回　5,000円）　秋コース（10回 5,000円）

・申し込み　年2回（4月、9月）知多市広報に盛だくさんの案内パンフが挟み込

まれ、その中の1つの講座です。

　企画募集：NPO法人 市民大学ちた塾

http://www.chitajuku.org/

〒478-0047 知多市緑町12番地の1

TEL：0562-87-1625／FAX：0562-87-2058
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達人Ｂ 10

達人Ｃ 13

タンギング 82

ち チ（甲） 70

チ（半音） 84，99

チ（半音上がり） 67

小さい音 23，79

チューナー 6，38，68，80，84，101

中メリ 102

つ ツ（中メリ音 ）メツ 15

ツ（ツの半音 大メリ） 15，66，70，84，99

ツヤのある音（ツヤ音） 13，40，43，46，51，92

強い息 10，55

て ティッシュ 24

手取り足取り 2，86

と ドレミファソラシド 80

な ナの音 67

ね 音色 46

の ノの音 66

のどがウーウー鳴る 13

のどの開き 10，17，64，55，78

のどを絞る 10

は ハ（甲） 12，24，62，70

ハ（ハの中メリ）メハ 102

ハ（ハの半音） 99

バイオリン 88

パクパク吹き 11，61，89

歯でかむ 15，37

鼻 62

腹 24

破裂音 46，51

半音 69，99，100

ひ ヒ 69，70，81，84
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ピ 11，69，70，72，73，81，84

秘伝 36

開いて吹く 10，27、55，75

ふ 笛を押す 37，38

笛を振り下ろす 85

吹き切り 79

吹き出し口 29，36、39，47

腹式呼吸 10

ふくらんだ音 47、51

腹筋 75

譜面台 10，24，62，86

フルート 17，37，82，88

フルート教本 17

ほ 棒吹き 84

頬骨筋 29，36

ほっぺ 97

頬の内側をかむ 15，37

ま 前歯 17

む 丸く出る 46，51

胸 24

め メラず 70

メリ 100

メリカリ 10，66，81

メル 10，66、73，99

メロディー 51

も モアイ像 64

もみじ 38

門歯 17

ゆ ユーチューブ 79，90

指打ち 82

ユリ 84，91

ユル 76

り リの音 84

れ レ（大甲） 10，38，74

レ（レの半音） 84

連続音 24

ろ ロ（乙） 8、49

ロ（大甲） 72

ロングトーン 11
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