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ピアノの弾き方研究

　　　

中　野　孝　紀＊

音楽・演劇講座

（2013 年 6 月 28 日受理）

NAKANO, T.: Study on the Techniques of Pianoforte Playing.  Bull. Tokyo Gakugei Univ. Division of Arts and Sports Sciences., 

65: 25-42. (2013) ISSN 1880-4349

Abstract

In this paper, techniques on how to play the pianoforte is investigated including the correct playing posture and the fi nger touch 

method. In order to play the pianoforte, long-term daily practice is indispensable, and the practice causes some burden on the 

human body. The rate of burden depends on the playing posture and body position, which in some cases make the body out of 

balance and cause a major trouble. Therefore, a proper playing posture for relieving the burden is considered on the basis of the 

author’s student examples. Moreover, regarding the fi nger touch, which is the basis of playing the pianoforte, an idea for applying 

the hand structure and its motion to the fi nger touch is proposed. Furthermore, regarding the natural fi nger touch with musically 

necessary elements, a learning method is considered using the Chopin etudes for the main subject material.

Key words: Piano

Department of Music and Theater, Tokyo Gakugei University, 4-1-1 Nukuikita-machi, Koganei-shi, Tokyo 184-8501, Japan

要旨 :　本論文は，ピアノの弾き方について，正しい姿勢のあり方とタッチの方法について考察したものである。ピ
アノを弾くためには，長期間に亘り日々の練習が欠かせないが，その姿勢によって，体にかかる負担の割合が大きく
変わってくる。場合によっては，体全体のバランスを崩し，大きな故障の原因となる。こういった問題に対処するた
めに，本論文では，なるべく負荷のかからない正しい姿勢とはどのようなものか，学生の実例を基に考察している。
また，ピアノを弾く上で基本となるタッチについて，手の構造やその働きをタッチへ応用する考え方を提唱している。
さらに，音楽的に必要な要素と併せた自然なタッチの習得について，主にショパンの練習曲を題材にその方法を考察
している。

はじめに

　ピアノという楽器は，音楽を学ぶ者にとって基本となるものである。それは，音楽の専門家を志すという意味に留
まらず，学校教育のほぼ全ての現場に用意されていることからも，その重要性は明らかである。しかし，ピアノは音
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楽の基本的な楽器であると同時に，演奏芸術の最高峰になりうる無限の可能性を持った楽器であり，たったひとりで
音楽の全てを支配し，表現できる唯一のものといって過言ではない。それゆえに，ピアノの習得には何年もの長期間
に及ぶ練習の積み重ねが必要であり，これでよしとする終わりがない。大学という研究・教育の集大成であるべき環
境においてさえ，決められた時間割や単位の修得でもって音楽やピアノをマスターすることは不可能であり，せいぜ
い音楽的な演奏法の基本を，数曲の音楽作品において実践し，初歩的な教育法について学ぶ程度であろう。
　本論は，十数年の本学におけるピアノ指導の実践と，自らの演奏法研究の両面から見えてきた問題点について考察
するものである。特にピアノに関わる音楽専門の学生が研究すべきピアノ演奏技法の根本的な部分「姿勢」と「タッ
チ」に重点を置き，実際に音として発する手先の動きと体全体の関連性を探りながら，目指すべきピアノ演奏の本質
とは何かを導きだしていきたい。

1．ピアノを弾く姿勢について

1．1　ピアノを弾くということ
　一般的に広く普及し，電子ピアノの登場やその進化によって，さらに身近になった鍵盤楽器の代表格であるピアノ。
幼少時より習い事の定番となり，各地に存在する無数のピアノ教室で，子供から大人まで多くの人が習っている。裾
野が広いという意味で，多くの人がピアノに触れる経験を持つことは大変喜ばしいことである。楽器としては大きな
存在感があるにも関わらず，音を出すことはいとも簡単であり，鍵盤に指を下ろせばどの音も鳴らすことができる。
また，強く叩けば強い音が，そっと弾けば弱い音も問題なく出せるであろう。それは，この楽器の構造が，鍵盤上の
タッチを通してハンマーが弦を叩くという打楽器的な仕組みによるものである。この点でヴァイオリンやクラリネッ
ト，トランペットなどの弦楽器，管楽器の方がはるかに難しい。
　しかし，旋律楽器のように，メロディーだけピアノで弾けるようになったとしても，その喜びは続かない。伴奏部
分も同時に弾かなければならないからである。左右の手を別々に，さらに言えば 10 本の指をまんべんなく使って，
自由自在にピアノを弾けるようになるためには，長きに及ぶ日々の練習が欠かせないのである。ピアノを習う時期や，
教える先生もまちまちであるということは，当然弾き方も人それぞれであり，どの方法が正しいか，間違っているか
は一概には言えない。そのようなメソッドも数多く存在し，ピアノ奏法に関する書籍も，古い名著といわれているも
のから現代のものまで，常に出版され続けている。大いに参考になるメソッドや，各著に広く共通点を見出すことは
できるが，はたして万人に適する奏法があるかといえば甚だ疑問である。専門的になれば自ずと理解されてくること
であるが，手や体の大きさや，顔つきが皆それぞれ違って個性的であるということは，ピアノに対しても，自分の手
や体に合った弾き方を試行錯誤しながら確立していくということになる。
　ピアノは，楽器のなかでも際立ってメカニカルな要素が強い。ピアノを弾くということは，単にそれをうまく扱う
ことではなく，歌をうたうのと同じように音楽を表現するということである。ピアノ作品は無数にあり，若い時期に
系統的に勉強しておくべき曲だけでも膨大な数に及ぶ。つまりは，ピアノの前で何時間も，何年間も共に過ごすこと
になる。ピアノを専攻する学生は，一日の練習時間として平均 3～ 4時間を費やし，大事な試験や演奏会の前ともな
れば 5～ 6時間ピアノに向かうことも珍しくない。筆者自身のことを言えば，毎日 8～ 10 時間の練習が必要とされ
た時期は何度もあった。練習することに土日や休日は関係なく，平日は普通に仕事を終えてから，夜に数時間練習す
るといった具合である。そして，長年に及ぶこうしたペースを維持することは，体力的なスタミナと，強靭な精神力
が必要とされるものである。
　ところが，知らずと疲労が溜まってくると，気力・体力だけではどうにもならない故障や痛みが生じることが自身
のみならず，本気でピアノに取り組む多くの学生にも見受けられることがわかってきた。ピアノを弾くということは，
体のあちこちに負担がかかり，特に腰や背中，肩，首といった人体の主要な部分の不調につながってしまう危険性が
あるのだ。スポーツ選手のように専門のトレーナーが存在しない楽器奏者は，姿勢の特殊性を考慮して，練習と同時
に体のケアに気をつけるべきである。
1．2．1　ピアノの演奏フォーム
　ギターやヴァイオリン，チェロ，コントラバスなどの弦楽器，フルートやオーボエ，ファゴット，ホルン，トラン
ペット，トロンボーン，チューバなどの管楽器，これら西洋の楽器のみならず，邦楽器の三味線や琴，笙や鼓など，
世界には大小様々な楽器があり，それぞれの演奏フォームがある。
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　では，ピアノを弾くフォームとはどのようなものか。上述した楽器群の構えをそれぞれ思い浮かべるならば，ピア
ノに向かう姿勢は，とても単純明快なことに思われるであろう。鍵盤を前にして椅子に座るだけのことである。さら
に加えて両手を鍵盤の上に置き，主に右足をペダルにかける。弾くという動きさえなければ，楽器のなかでも一番楽
な姿勢といえるかもしれない。
　さて音楽の演奏を始めるとどうなるか。ひとしきりじっと精神統一で固まった後，激しい曲ならば指揮者のように
腕を振り上げ，魂を込めるように腕や肩に力を入れて思いっきり振り下ろし，前のめりになって鍵盤に襲いかかる。
足は気迫のこもった蹴りの如くである。一方，静かに思い入れたっぷりに弾くシーンでは，首が下にうなだれ，背中
が丸まって肩をすぼめ，時に天を仰ぎ音楽の感動に浸る。そしてクライマックスにさしかかると，大汗をかきながら
息も止めて全力でゴール目指して歯を食いしばる。これはやや大げさな例えで，あまり望ましいとはいえない描写で
あるが，まだ経験が浅く，若いピアニストの本番ならば，非日常的な緊張感のなかで全身全霊をピアノに傾けて音楽
を表現し，演奏が終われば，弾き切ったという心地よい肉体の疲労感と，極度の緊張からの解放感で満たされるかも
しれない。音楽的に夢中になることはさておき，ここで問題なのは，姿勢と力みによる動きである。もちろん呼吸も
関係しているが，人前でピアノを演奏するということは，望まなくともそれだけの緊張感に襲われて，プレッシャー
に押し潰されそうになるものである。当然体は固くなり，身も心も震えて弱気な自分に必死に打ち勝とうと力むので
ある。
　いわゆる人前でアガるという現象は，他の楽器奏者に比べても，ピアノを弾く場合が特に顕著にみられるように思
われる。それは音楽を楽しむという心境に至る前に，ピアノを弾くということが，無数の音符と音楽の全てを記憶し，
正確に再現しなければならないという莫大な仕事量のことも意味するからである。長時間を費やして何度も繰り返し
練習し，万全の準備ができたとしても，心の隅にちゃんと弾けるだろうか，間違えるかもしれない，わからなくなる
かもしれないという心理的プレッシャーが常に付きまとうのである。演奏は一発勝負なのだから，余計な取り越し苦
労をせずにのびのびと弾きなさい，と口先の指導をすることは簡単であるが，実は人間の持って生まれた悲観性とい
うのは，真剣に生きる者ほど，楽観的であるより深刻で根強いものなのである。しかし，突き詰めて考えれば，それ
は同時に心を鍛え，人間力を大きく育てるための貴重な経験ができるという，ピアノを弾く人の特権ともなり得るの
である。
　次に掲げるのは，筆者が指導する学生の演奏中の写真である。写真 1．～ 8．は 1年生，9．～ 15．は 2年生，16．
～ 19．は 3年生，20．21．が 4年生である。22．～ 24．は大学院生で，クラス全員ではないが，H25 年度の学生（計
24 名）を，ピアノを弾く姿勢のモデルにした。

1． 2． 3． 4．
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　もちろん演奏中のワン・ショットは，それが姿勢の全てを表したものではないが，それぞれの学生の特徴的な演奏
フォームを示している。
　まず，ピアノを弾く姿勢で気をつけなければならない部分を，腰・背中・肩・首・腕・足の 6つに分類し，それぞ
れの部位について考察する。
1．2．2　腰
　ピアノを弾く上で，腰の重要性は言うまでもない。両手・両足を使用するピアノ演奏では，椅子に座ることは，ゆっ
たりと腰掛ける，または背もたれに寄り掛かるという意味はもたない。鍵盤は低音部から高音部まで 88 鍵あり，幅
にして約 123 cmにわたる。演奏上，両手が高音部，あるいは低音部に集中することも多々あり，その場合，上半身
は右寄りにも左寄りにも自由に対応しなければならない。しかしその都度，腰を浮かせるわけではなく，腰を軸にし
て上半身の安定性を常に保つことが必要不可欠である。
　演奏中の写真の中で，腰の置き方に問題があるのは，1．2．4．8．15．19．20．21．である。総じて背中が丸まっ
てしまう猫背の姿勢になりがちで，他の部位にも悪影響を及ぼしやすい。これは，主に骨盤が横に寝そべった状態で
座ることが原因で，腰が引けてしまうことから重心が後ろにずれ，バランスをとるために背中が前かがみに曲がって
しまう。このような姿勢で長時間練習を続けると，腰と背中に大きな負担がかかり，腰痛や背中の痛みの原因となる。
　一般的に言う正しい座り方というのは，骨盤をまっすぐに立てて背筋をピンと伸ばすことである。写真 3．12．
14．18．24．は腰と背中の線がほぼまっすぐになっており，正しい姿勢といえるだろう。ただし，骨盤を立てて座る
こと（腰を入れた状態）にも，ピアノを弾く姿勢としては注意が必要である。写真 24．では，よく腰が入った姿勢
で重心も前にかかっているが，骨盤がまっすぐよりも前方に傾き過ぎると，背筋が大きく後ろに反れてしまう。いわ
ゆる「気をつけ」の姿勢は，骨盤を前に押し出すようにして背筋を反らして胸を張ることと思われがちだが，これは
同時に力みが生じやすい。ピアノを弾く姿勢として，堂々たるこのフォームを維持することは，腰（特に腰椎）にか
なりの負担を強いることになり，ギックリ腰や腰椎の炎症を起こす危険性があるため，十分に気をつけなければなら
ない。ピアニストの多くは，腰痛や慢性的な腰の疾患を抱えていることが多く，一種の職業病といえるが，若い時期
から正しい腰の置き方を理解し，実践していくことが予防する上で大切であろう。
　これらの事例から，ピアノを弾くための正しい座り方は，腰の負担をできる限り軽減し，様々な音型による姿勢の
変化に対して，常に体の重心を失わずに安定性を維持できることが必要である。
1．2．3　背中
　腰と背中は密接に結びついており，腰の位置が悪いと背中が丸まってしまう，あるいは不自然に反り返ってしまう
ということは前節で述べた通りである。ピアノ演奏技法において，特に音量が要求されるフォルテのエネルギーは，
背中から生まれるといっても過言ではなく，体の重量感を無駄なく鍵盤に伝えるためにも，背筋は自然に伸びている
ことが理想である。
　腰の問題で挙げた写真 1．2．4．8．15．19．20．21．に加えて，ここでは写真 10．22．23．の背中上部が大きく
丸まっている。このような体勢は，次に首の位置にも悪影響を及ぼし，首筋から背筋の筋肉が常に引っ張られた緊張
状態になるため故障を起こしやすい。また写真 7．16．は，背筋は伸びているものの，明らかな前傾姿勢で肘の角度
が窮屈になっている。写真 24．での背中のラインはやや反り気味である。

21． 22． 23． 24．
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　このように，人間の体は，あらゆる部位が深く関わり合って全体のバランスをとるようになっており，ひとつが崩
れると，その影響は全身に及ぶものである。特に腰と背中は体の中心的な要であることから，指先の動きに注意を向
ける前に，まず意識すべき問題といえよう。
1．2．4　肩
　多くのピアニストや学生が訴える体の不調で，腰痛と並んで最も多いのが，肩甲骨まわりの痛みと肩こりである。
腕を鍵盤のある前方へ常に出しているということは，無意識のうちに肩関節ごと前に出てしまう姿勢になりがちで，
これは演奏フォームとして大きな問題である。写真の中で，肩の位置が，横からみた胴体より前に出ているものは，2．
4．8．9．10．11．16．18．19．20．21．22．23．と多数に及ぶ。また，肩に力が入って上がっているものは，3．5．
6．8．11．13．17．22．24．となり，合わせるとほとんどの学生が肩に問題を抱えていることがわかる。
　演奏中の気分の高まりや緊張は，力みとなって肩が上がることにつながりやすい。当然呼吸も浅くなり，胸や肩で
息をする状態に近い悪循環を招く。肩の力を抜くということは，即ちリラックスするという意味でも捉えられるよう
に，肩に力が入るのは主に心理的な要因による。しかし，何事も習慣化によって，ピアノに向かうだけで，真っ先に
肩が上がるという姿勢につながってしまう恐れがあることから，まさにリラックスするということを，お腹からの深
い呼吸とともに覚えていくべきである。
　肩の位置が前に出る問題は，これもある意味で，ピアニストの職業病といえるかもしれない。鍵盤に向かうフォー
ムでは，体の重心も前に傾きがちで，肩は首とともに前に出やすい部位だからである。しかし，肩を前方に出す動き
は，肩甲骨が中心の背骨からより離れてしまうことになり，そこに筋肉の緊張状態が生じる。さらに，この肩甲骨が
開いた状態が長く続くことが習慣化されると，肩から首，肩甲骨周辺が慢性的に凝り固まって，やはり痛みの原因と
なってしまうのである。
　演奏上の必要性から，一時的に肩が前に出ることはあっても，それが固定化しないように，肩を力まない程度に後
ろへ引く（肩甲骨を寄せる）ことが，緊張状態を解く基本姿勢と考えるべきであろう。この場合でも，肩を引いた反
面，胸やみぞおちの部分が前に張り出さないように注意が必要である。
1．2．5　首
　横幅のある鍵盤を隅々まで見渡すことや，譜面台に置かれた楽譜に書かれている無数の音符を弾きながら目で追う
こと，自分で出した音をよく聴き続けることなど，ピアノを弾くことは，同時に視覚や聴覚もフル稼働しなければな
らない。その時の顔の位置は，首の動きによって決まる。写真では，ほとんどの学生が下を向いているが，なかでも
首が大きく曲がってしまい，顔が前に突き出ているものは，4．8．10．13．16．17．19．20．21．22．23．である。
重量のある頭を支える首は，体の延長上に素直に乗っかっている状態が，首の頸椎にかかる負担が一番小さい。提示
した写真の姿勢では，長年のうちに頸椎の緩やかなカーブの線が変形し，いわゆるストレート・ネックの原因になる
ので，注意を促すものである。
　これまでの事例や考察を経て，首の位置を正すためには，まず顔や頭を真っ直ぐに起こすことから始まる。すると
自然に背中が伸びることになり，結局は腰の置き方にまで遡ることになることが理解されるであろう。音をよく聴き
とるために，耳の位置や開き具合は大切であり，やや顎を引いて視線を下に向けるだけでも，視点が少し鍵盤から離
れることに慣れれば，鍵盤全体が視界に入り，顔が鍵盤に近づいていくのを防止できる。
1．2．6　腕
　姿勢における腕のあり方は，タッチとの結びつきが緊密であることから，次章で詳しく述べることにするが，本来
ピアノを弾くために理想的な腕の状態とは，歩行時に左右の腕が自然と揺れること，つまり，完全に力の抜けた状態
のことである。その両腕を自然に鍵盤の上に乗せようとすると，上腕から上に持ち上がり，肘や手首を固めることな
く，しなやかに指先が鍵盤の上方から静かに着地する。この構えの時点で，すでに手首や肘に力が入ってしまうケー
スも実際には多くみられ，肩の力を抜くこと同様に，指導面で見過ごすことのできない課題のひとつである。また，
自由な腕の動きを得るためには，写真 1．4．7．16．23．のように，肘の曲がり角度が狭くて窮屈になったり，18．
24．のように腕が伸びきってしまうことも避けるべきである。これは，主に椅子の高さ調整によって改善できるが，
鍵盤の高さに対して，肘の位置が下がりすぎると窮屈になり，逆に高すぎると腕が突っ張るように伸びきってしまう
のである。
1．2．7　足（脚）
　ピアノには普通 3本のペダルがあり，演奏表現に欠かすことのできない重要な機能を果たすものである。これを最
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大限に生かすために，両方の足のペダル使用法は非常に大切であるが，それと同時に上半身を支え，重心を失わない
ようにバランスを保つことも足（脚）のもうひとつの役割である。右ペダルは常時細かい踏み替えが必要であり，右
足は常に右ペダルに乗せた状態といってよい。ただし，ペダルの踏み替えの動作は，踵を支点にして細やかな動きが
要求されるため，足先に力を入れて踵が浮くことにならないように，踵にしっかり重心を置くべきである。一方左足
は，主に左ペダルに使うが，この左ペダル使用時は，両足がペダルに乗った体勢になることがほとんどである。（写
真 2．7．16．）左ペダルは，音質を柔らかく変えるために，鍵盤全体を横にずらす機構であり，右ペダルよりも重く，
左足は踵を支点にするものの，踏む際には足裏全体に体重を載せる感覚が必要といえる。左ペダルを使用しない時は，
左足はペダルから離れた位置で，右足より内側に曲げた姿勢で上体のバランスをとるのが一般的である。（他の写真）
ほぼ限定された右足の位置と重心に対して，左足は上半身の動きに対応して，なるべく足裏全体で支えのバランスを
とり，維持するように心がけたい。

1．3　正しい姿勢とは
　ピアノを弾くことは，一見，楽に座るだけに見える姿勢が，実は体のあらゆる部分を使い，人によって姿勢も様々
であることがわかる。また，身体構造的に悪い姿勢は，自然の力学にも反し，全体のバランスを崩しやすいものであ
ることから，自分の体形に合った無理のない姿勢を，日々の練習のなかで客観的にも感覚的にも探っていくべきもの
である。
　そもそも現代社会における日常では，人は真っ直ぐに立つということすら難しくなっているのである。ピアノを弾
く姿勢で，これまでに挙げた各部位は，そのうちのひとつが悪くても体全体のバランスを崩し，骨格に歪みを生じさ
せてしまう危険性があることを十分に踏まえ，まとめとして基本的な正しい姿勢への手順を以下に述べる。
　①　椅子に座った時の腰の位置について，まず骨盤を真っ直ぐに立てて背筋を伸ばす。背中が反るほどには骨盤を

前へ押し付けず，感覚的にやや骨盤を後ろに引いた時に，下腹に自然に力が入るポイントを探る。ピアノを弾
く姿勢で，唯一力が入るこのポイントは，いわゆる丹田と言われるもので，上半身の重心をここに集めるもの
である。他には一切力の入った部分がないように，呼吸を整えながら十分に意識してもらいたい。肩や胸に力
みが残り，呼吸が浅くなると丹田に力は入らず，アガった状態になりやすい。まさに胆を据わらせるという意
味でも，この段階は欠かせない重要事項である。

　②　次に，自然に伸びた背筋の延長線上に，頭が乗っかるイメージで首筋を伸ばす。頭を垂れたり，顎が前に出る
と，首にかかる負荷は倍増するのでなるべく避けるべきである。

　③　肩甲骨を背骨に近づけるように肩をやや後ろへ引き，そこが緩んでいることを実感する。この時，胸や腹が前
に張り出さないように注意する。

　④　鍵盤に手をのせた時，肘の高さは鍵盤とほぼ水平になるように椅子の高さを調整する。
　⑤　右足を右ペダルにかけ，踵がペダル操作の支点となるよう意識しながら，左足と併せて上体の安定を保つ。
　最後に，姿勢の改善例として，写真 20．21．22．23．を①～⑤の手順で矯正したものを掲げる。

20． → 25．矯正後 21． → 26．矯正後
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　ピアノ演奏は，音楽の様々なシーンでのリズムや，あらゆる表情を表現するものである。当然，演奏中には多様な
動きが伴い，じっとしたまま演奏できるわけではないが，これまでの基本姿勢というものを常に意識することによっ
て，体にかかる負荷を軽減し，より自分の音に耳を傾ける状態へと導くものである。同時に，次章でのタッチに集中
を促す段階においても，ピアノを弾く姿勢は重要なものと考えている。

2．タッチについて

2．1　ピアノのアクションと音の鳴り方
　チェンバロの後を継ぐように 18 世紀に発明され，時代の流れとともに進化してきたピアノは，同じ鍵盤楽器であ
るチェンバロとは音を鳴らす機構が全く違う。ピアノは，鍵盤を下すと梃子の原理でハンマーが上がり，上に張られ
た弦を叩いて音を鳴らす仕組みになっている。しかし，アクション部と呼ばれるその機構は極めて複雑，かつ精密に
作られており，鍵盤に加わる力を最大限の効率で弦に伝えられるように長年に亘って改良が重ねられてきた。
　写真 29．は鍵盤を外したアクション部全体で，鍵盤を下した瞬間である。と同時に，アクション部のジャックが
反応し，写真 30．のようにハンマーを押し上げる。実際に弦を叩いたハンマーは直ちに跳ね返り，バック・チェッ
クという部分が，ハンマーを受け止めた状態になる。（写真 31．）この時，鍵盤はまだ下されたままである。手を離
すと，ハンマーは，元の位置に戻る。（写真 32．）

写真 29． 30．ジャック（矢印）がハンマーを突き上げる

22． → 27．矯正後 23． → 28．矯正後
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ハンマーの上に張られた弦は，弦を押さえるダンパー（消音装置）によって音を止める機能が鍵盤の動きに連動し
ており，弾き始めの写真 29．から 31．までは，ダンパーは弦から離れた状態となって音は鳴り続ける。鍵盤から指
が離れると，ダンパーが再び弦を押さえ，音が止まる。また，右ペダルを踏むと全てのダンパーが弦から持ち上げら
れ，音を伸ばしたり，響きを豊かにすることができる。
　このように，打楽器的な要素が精巧なメカニズムによって音を出すピアノであるが，では音の強さや音質について
はどこで決まるかといえば，やはりハンマーが弦を叩く瞬間のスピード，つまり打鍵の強さや速度によってほぼ決ま
るといってよい。
　数々の機構が組み合わせられることにより，ピアノの表現能力は単なる打楽器とは比較にならないほどの広がりを
持つが，それは同時に，弾き手にとっては 10 本の指のみならず，全身全霊をピアノに傾けるといってよいほどの労
力を要することにもなるのである。次に実際のタッチとは，どのような方法や可能性があるのか検討する。

2．2　手の形とその動きからタッチを考える
　ピアニストの演奏を間近で見ると，10 本の指が自由自在に動き，どんなに難しいパッセージも楽々と弾いている
ように見えるものである。前述したように複雑な機構を備えたピアノは，その可能性を求めて，あらゆる高度なテク
ニックや，超絶技巧を必要とする作品も無数に作曲されており，そのような創作活動や，演奏のための探究は尽きな
いものである。しかし，ピアノ演奏の原点は音楽的であること，自分の生まれ持った体や手に合った表現方法を見出
すことである。それを無視して，闇雲に難しい曲ばかりに挑戦し，強引な練習を続けることは，体や手の使い方を誤
り，大きな故障を招く恐れがあることから，絶対に避けなければならない。
　ピアノの鍵盤は，その寸法や並び方が決まっており，子供から大人まで大小さまざまな人が，それぞれの手によっ
て弾くものである。大きな手，小さな手だけではなく，長い指や短い指，小さくても広がる手や，大きくても動きに
くい手など千差万別である。当然，5本指のそれぞれの力の差や，それが左右によっても違うために，何一つとして
基準というものがない。ゆえに，10 本の指がみな同じ力を持ち，それぞれが独立して，勝手に動いてくれることな
ど決してないのである。しかし逆に考えれば，鍵盤を下すのに必要な重さは，およそ 50 グラム前後である。この重
さに対して，対処に苦しむ人など子供を含めてまずいないだろう。ピアノを習う段階で，よく耳にする大きな勘違い
は，それぞれの指の力を，練習曲などで鍛えてタッチを強くすることである。それも各指の独立のためにまんべんな
く，特に力の弱い指（薬指や小指）は，打鍵する際に，一度指を高い位置まで上げてから強く叩く練習をする。ドイ
ツの大作曲家シューマンでさえ，若い頃にはピアニストを目指し，指を鍛えるために弱い薬指を上に吊り上げたまま
練習するという器具まで考案し，挙句の果てに指を壊してピアニストになることを諦めたというエピソードは，あま
りにも有名である。筋力トレーニングならば理解できるが，そもそも 50 グラムの相手に，何キロもの筋力をさらに
鍛えなければピアノを弾くことができないなどということはないのである。それでも難しい曲を，強い音で弾き続け
るためには，指のトレーニングが必要であると思われがちなのも事実である。実際には，強い音を出すために指の力
に頼ることはない。
　本来，「タッチ」の意味は，文字通り「触れること」であり，「叩く」でも「押す」でもない。人間は，手探りとい
う言葉が意味するように，幼い頃からあらゆる物に触れて育つ。物を持つ・握る・または離す・開くという手の多様

31．バック・チェック（矢印）が受け止める 32．
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な動きとともに，指先には神経が集中していて触覚も発達しており，その感度は，機械のセンサーとは比較にならな
いほど敏感である。ピアノにおけるタッチは，この触覚でもってピアノから無限の音色を引き出すということであり，
力まかせに叩いたり，押しつけたりする弾き方では，指先が受ける衝撃で感覚は麻痺してしまい，大切なタッチの役
割を果たせなくなってしまう。
　人は生まれて間もなく，手の機能のうち「握る」という動作ができるようになる。「結んで～開いて」の歌にもあ
るように，この手の動きは，あらゆる活動の基本といえるかもしれない。そして実際に，ものを掴んだり，握ったり
する働きに欠かせないのは親指である。5本の指は，それぞれ内側に曲げることができるが，親指の可動域は，他の
指に比べてかなり大きく，広く開くことが可能である。また内側に曲げると，他の指と向かい合う位置にきて，もの
を掴む等の働きが可能となる。まさに親指の字の如く，あらゆる手作業の可能性が，親指の独特な位置と動きによっ
て，格段に広がっているのである。ものを掴む，ペンで字を書く，ドライバーでネジを回すなど，何気ない動作を親
指なしで試してみれば，その重要性は明らかであろう。
　ピアノを弾く場合でも，各自の手の形や感覚，動きの特性を再確認することは，合理的なタッチへと改善を重ねて
いく上で非常に大切である。そして，水平方向に整然と並ぶ鍵盤に対して，親指の動きとタッチには，特別な注意と
慎重さが必要となってくるのである。

2．3　タッチの方法
　タッチを通して，ピアノから引き出されるべき音とは，正確な音そのものだけでなく，音楽とともに，音量や音色
が無限に広がっていくような想像力が絶対に欠かせないものである。そのイマジネーションを音に反映させ，コント
ロールしながらそれを自ら感知するというのが，タッチの意味と目的である。前述した指先の感覚（触覚）を十分に
生かし，手や指の動きに直結させなければならない。
　神経の働きによる感覚には，視覚や聴覚，味覚，嗅覚，触覚と五感といわれるものがあるが，これらの感覚的な神
経を研ぎ澄ませるには，筋力による緊張を極力解かなければならない。タッチにおける指先の感度を高めるために，
一番重要となるのが，手と腕の脱力である。ほとんどの学生は，脱力の問題で必ず指導を受けるものであるが，弾い
ている間に知らずと力が入ってしまうことが多く，どうやって力を抜いた状態のまま弾けるのか，わからなくなって
しまうほど悩ましい問題でもある。第 1章・腕の項では，歩行時の脱力した腕について述べたが，この宙ぶらりんな
腕の状態を感覚的に体得し，演奏中においても常に実感として維持するのが，この場合でも必要である。そして歩行
時の手の形は，力が抜けて指が自然に内側に曲がっている。（指に力を入れてピンと突っ張った形のまま歩く人はい
ない。）この自然な手の形を，そのまま鍵盤に置いた時に，タッチの際に基本となる手の形と考えてよい。
　鍵盤の並びと手の構造から，最も自然なポジションといわれるのは，ミの位置（E）からド（C）の位置にかけて
各指を置いた場合である。（写真 33．）これは，ショパンが弟子たちを指導する際に提唱したもので，各指が鍵盤の
手前に位置することで，梃子の原理による鍵盤を打鍵するのに必要な力は，最小限になるというものである。

写真 33．ミ～ドの位置 34．ド～ソの位置
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ド（C）～ソ（G）の位置（写真 34．）に比べると，指の曲がり具合や間隔に余裕が生まれ，指先の感覚が，最も
敏感な指の腹の部分が鍵盤に触れることができる。さらに指を曲げると，タッチする部分は指の先端になり，場合に
よっては爪が当たって雑音の原因となる他，指を上げる動きが，指の第 2関節から始まって，鍵盤に対して垂直に打
ち下すタッチになってしまう。（写真 35．36．）この方法は，動きとしてはコンパクトで一見合理的に見えるが，手
首が固定されて，指の力に頼った叩くタッチになりがちで，指先の速い動きには適しているが，出る音は固く，音色
のコントロールは困難である。

現代の奏法では，指の根本からの動きで，指先の広い面でタッチすることを基本と考える。（写真 37．38．）これは，
指の動かし方が筋力に頼らず，手首や肘を弛緩させたまま，ひいては，それぞれの指の動きが，腕の内部に繋がって
いる実感を得るためである。やや伸ばした指のタッチといえるこの方法は，タッチの際に，指の支えが頼りなく感じ
て，指の第 1関節がペシャンコにへこんでしまいがちである。そうすると，腕からの振りが加わってフォルテで弾い
たり，和音を弾く時に，全体のバランスを崩してしまう原因となるので，避けなければならないことであるが，これ
を修正するためには，基本的な音階やアルペジョの練習等で，手の形を整えていく忍耐力と，指先の触覚への集中力
が必要である。
　次に親指のタッチであるが，他の指が鍵盤に対して真っ直ぐな動きができるのに比べて，親指の置く位置は，側面
が鍵盤に触れることになる。当然，親指の動きは特別なものとなり，鍵盤を下す方向のタッチに加えて，連続する音
階やアルペジョで，他の指の下を潜ったり，他の指が親指の上を跨いだりしなければならない。この場合は，親指の
内側に曲げる動きに伴い，手首や肘の関節が連動して，スムーズな移動を促すことが必要になる。もともと可動域が
広い親指ではあるが，音に直結するタッチにおいて，親指の扱いに悩む学生は実はとても多い。そのひとつに，親指
の付け根が，他の指の第 2関節にあたる部分で，そこを動きの始まりと勘違いしてしまうことによるものである。こ
の場合に，下方向の動きはとてもやりづらく，指先に力が入って第 1関節が「く」の字に曲がったり，第 2関節がへ

写真 37．現代のタッチ 38．

写真 35．古く垂直なタッチ 36．
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こんでしまう等の癖がつき，打鍵は不自然なものとなってしまう。
　親指の根本は，手首にまで伸びて繋がっており，打鍵のための動きはここを始点とみるべきである。（写真 39．
40．）歩行時の手の形（脱力した状態）では，親指はほぼ真っ直ぐに伸びている。タッチの際の親指の癖は，この真っ
直ぐな状態を常に意識しながら，なるべく早いうちに除いておくことが非常に重要である。それは，他の指の使い方
にも悪影響を及ぼすからである。

　一般的に，指の独立といわれる意味については，前述したように，実際には指の構造上考えにくい。それは，腱に
よって結合されているからであり，当然，弾く指によって他の指もつられて動くものである。指の独立という本質的
な意味を考えるならば，それはどの指であっても，均一に滑らかな音，または，粒立ちが揃った音が出せるタッチに
おいて，という意味である。歯切れのよいリズム音型や，レガートでの旋律線などで，音がでこぼこになるのは，音
楽的にも聴くに耐えないものであることから，タッチを揃えることは必須といえるだろう。
　音型によっては，指使いが入り組んだものや，弱い指が連続して弾かなければならないものなど，演奏に要求され
るテクニックには限りがない。それでも，基本となる音階やアルペジョを，全ての調性で継続的に練習することは，
一本ずつの指のタッチの独立を図る上でも大変有益である。しかし，指使いで 3－ 4，4－ 5，或いは 2－ 4，3－ 5，
またはその組み合わせの場合に，指単独のタッチではうまく動かず，音の均整がとりづらいことは多々あることであ
る。そこで助けになる存在が，親指であると考える。実際にタッチする訳ではない親指を，弾きにくい指使いの際に，
その指と親指との関連性を，アーチのイメージで描き，感じとるのである。例えば 3－ 4と親指のアーチ，3－ 5－
4 － 5 の動きでは，それぞれが親指と向き合っているイメージなどである。この時，親指は力むことなくやや内側に
曲がるが，これはものを掴む手の形（具体的には 3，4，5の指と，親指でボールを軽く握っているイメージ）に近づ
けることで支えができ，動きにくい指でのタッチで，他の指の力みや突っ張り感を取り除き，手首のブレを防いでく
れるものである。これは，6度やオクターヴなど重音での奏法を応用したものであるが，実際には，ほとんど内面的
に感じ取るべきものといえる。
　タッチの際に加えて必要となるのは，そこに拍感をもって，音型の上下行による自然な強弱をつけることである。
この時点から，タッチは指だけに留まらず，腕の動きが深く関わりをもつことになる。
　ピアノ演奏では，どこで拍子やリズムを感じとり，表現すべきだろうか。音楽家にとって「リズム感」とは，人間
が本来持っている五感にプラスして絶対に欠かせない感覚である。それは感覚であるから，頭脳で感じるものではな
く，心臓の鼓動や脈拍から生じるものと言ってよい。手拍子を打てば理解されやすいが，ピアニストには，指揮者が
タクトをとる動きが，とても参考になるだろう。的確な指揮棒の先端に伝わる動きの基は腕である。腕の動き無くし
て指揮棒を振ることは，指先だけでピアノを弾くのと同じである。
　実際には，指揮者のような腕の振り方をする訳ではないが，拍子やリズムを「運動」として感じるのは，ピアノ演
奏においても主に腕である。もちろん，そこには呼吸（ブレス）があり，音楽性と一体のものとして捉えることが必
要である。そもそもテクニックとは，技術のみを意味するものではなく，その語源は芸術を意味する。ピアノを弾く
上で，技術的な問題に直面した時にも，音楽と切り離せないというのが本当である。

写真 39．親指の根本 40．下方向のタッチ



中野 : ピアノの弾き方研究

- 37 -

　次に掲げるのは，ショパンの練習曲作品 10 － 1 である。（譜例 1．）

　右手の 5本指をまんべんなく使い，広い音域にわたるアルペジョで上下行を繰り返し，レガートの指示と，各拍に
アクセントが付けられている。この音型では，先にも述べた弾きにくい指と，親指の関連を意識しながら，レガート
によって各指を広げる練習ができる。さらにアクセントを付ける際に，拍子として腕の動きによって振り落とすタッ
チを用いながら，上行型では cresc.　下行型で dim.をつける。これによって，アクセントも段階的に音型の頂点が一
番強くなり，腕の振り方の練習にも適している。手が小さい人には，作品 10 － 4（譜例 2．），作品 10 － 8（譜例 3．）
が，同様の内容で練習できる。また，左手には作品 10 － 12 がよいだろう。（譜例 4．）

譜例 1．

譜例 2．

譜例 3．
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　このようにタッチの方法では，いくつかの大切な要素（レガート，アクセントと強弱）を同時に心がけることによっ
て，手首や肘，腕の動きまでひとつに感じられることが，最終的な目標といえるだろう。
　では，スタッカートの場合，タッチの方法はどのようになるか。同じくショパンの練習曲より作品 25 － 4 を例に
考察する。（譜例 5．）

　音を短く切るスタッカートが，速いテンポで連続する奏法では，動きがコンパクトでなければならない。特にこの
練習曲では，スタッカートよりもさらに短いスタッカーティシモで，左手の跳躍も大きい。一番避けなければならな
いことは，上からはたくようなタッチや，叩くことである。動きが上下に大きくなって，音の跳躍時に時間的なロス
が増えるとともに，和音はばらつき，バスの音は外れやすくなってしまう。スタッカートのタッチに必要な動きは，
鍵盤の底までの約 1 cm程度である。ほとんど鍵盤に触れている状態から，タッチした瞬間の反動（跳ね返り）を手
首が逃すように，手首の関節は，常に緩めておくことが重要である。さらに音の跳躍に対しても，指先よりも手首か
ら先に跳躍する方向へと誘導できるように，左右方向の自由度も必要となる。
　なお，連続したオクターヴでは，手首の働きは，タッチの跳ね返りを逃す意味で共通している。（手首の上下動によっ
て衝撃を吸収，または逃すこと）フォルテでの連打などでは，さらに腕の使用が加わるために，その衝撃を受け流す
役割を持つ手首を固めることは致命的であり，絶対に避けなければならない。
　このように，指先によるタッチの方法は，あらゆる場合に手首や肘，腕の働きが伴っており，それはリズムや，音
楽的な要求と密接に結びついたものである。ほとんど全てのタッチの種類に共通した要素として，鍵盤に指先が触れ
た状態から（またはそのような感覚をもって）タッチするということが言える。そして，あらゆる強弱やレガート，
スタッカートに係わらず，タッチは鍵盤の底が感じられる位置まで完全に行われることである。
　最後に，急速なパッセージについて，これまでと違う動きを認識しておきたい。速く弾くということは，即ちタッ
チの切り替えを素早く行うことである。始めに下方向への指の動き（タッチ）が，次音のタッチが行われた瞬間に，
入れ替わるように指を持ち上げることが必要となる。例えば，ド～ソ（1～ 5の指使い），またはソ～ド（5～ 1）を，
素早くタッチするとどうなるか。もし弾いた指が上にあがらなければ，音は全て残ってしまう。速い指さばきで，特
に歯切れのよい音が必要とされる時，このタッチの切り替えが機能的に行われるまで，意識的にタッチした指を次に
上げる練習がなされるべきである。指は下方向の動きに対しては自然でも，余計な力を入れずに，上にあげる動きの

譜例 4．

譜例 5．
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方が難しいからである。
　ショパンの練習曲作品 10 － 5（譜例 6．）での右手は，急速なタッチにおける，指を上げる練習に最適であり，左
手の和音スタッカートと併せて，タッチの多くの要素を学ぶことができる。

3．総論

　これまで，ピアノを弾くための姿勢とタッチについて考察してきた。楽器を演奏することは，どんな楽器であれ，
独自の演奏スタイルがある。弾き手は，演奏技法のひとつとして，自分の手や体の使い方を学び，楽器との一体感を
もって演奏できることが望ましい。ピアノは，一見ただ座っているだけのように見える姿勢が，実は人それぞれであ
り，体の主要な部位に分類してみると，問題点がいくつも発見できることがわかった。そして，問題を抱えたまま練
習を続けていくと，いずれ体に支障をきたすものであることは，筆者が身をもって経験してきたことから，ピアノ演
奏，または指導の両面において，常に研究課題であるべきと考えている。客観的に自分を見つめることは，とても難
しいものである。ましてや，音楽を通して，高ぶる感情や情熱を演奏表現しながらであれば，なおさらのことである。
姿勢を正すことは，日々の練習のなかで，体の状態や調子をみながら継続的に行っていくものである。第 1章での基
本姿勢の考え方は，それが絶対的なものとはならないが，各自が抱える問題や取り組む曲に応じて，部分的に，ある
いは組み合わせて活用できるものである。しかし，ひとつのことが全体に影響しあうことを考慮すれば，まず，下を
向きがちな頭（顔）を上げることから始めるのがよいといえるだろう。
　タッチについての可能性は，まだまだいくらでも考えられることである。ここで述べた方法は，手の形や働きから，
ピアノを弾く際のタッチへの応用的な考えである。姿勢と同じく，手から腕の余計な力みをできる限り排除して，自
然であると同時に，指先の感覚を最大限に生かすことに主眼を置いた。単に正確に，速く弾くことを求めがちな風潮
は，現在でもコンクール等で根強くみられることである。自然に反し，感覚を無視したそのような機械的な奏法へと
陥りやすいのも，ピアノという楽器の特性，または自らの限界に挑もうとする志の現れで，一概に否定されるもので
はない。重要なのは，ピアノを弾く姿勢やタッチが，何のためにあるものなのかに気づき，弾くという行為そのもの
が，音楽や人間性，自然へと回帰していくことである。そして，技法としてのタッチは，それだけではあまり意味を
持たないということをここに付け加えておかなければならない。
　それは，聴くという能力と完全に結びついてこそ，タッチは生きるのである。第 2章での「タッチの方法」では，ショ
パンの練習曲を例に次の 5つの要素を提示した。
　①　レガート
　②　アクセント（リズム感）
　③　強弱，cresc.と dim.

　④　スタッカート（和音・オクターヴを含む）
　⑤　急速な動き
　この 5つの要素は，ショパンの練習曲に限らず，あらゆる楽曲演奏において，すべて聴くことと切り離すことがで

譜例 6．
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きないものである。ピアノのレッスンでは，指導者の誰もが，もはや決まり文句のように，自分の音をよく聴きなさ
いと指導する。言われる側の生徒は，当然聴いてますという顔をして弾いているのだが，そこにみられるギャップ，
または真意とはどのようなことだろうか。
　タッチした音が鳴る瞬間は，もちろん誰でも聴いている。次に鳴らされた音も，問題なく聴こえるだろう。そうし
て次々とメロディーが，伴奏型が，華麗なパッセージが多様に展開しながら，弾けば弾くほど無数の音が数分にも亘っ
て鳴らされる。それでも弾くことに上達した学生は，全ての音を聴きもらさずに聴くことができよう。そこで先生か
らは，もっとよく聴けと言われる訳である。つまり，打鍵した瞬間の音は，勝手に耳に入ってきて聴こえはしても，
自ら能動的に音のすべてを捉えようと，耳を傾けることに不十分だということである。
　大事なことは，音と音の「間」を聴き取ることで，タッチの要素①～⑤がまさにそれに当てはまる。特に①レガー
トでのタッチにおいて，耳の役割は最も重要である。打鍵した音は，その瞬間から減衰していくために，次の音をレ
ガートで繋げるためには，音の間をよく聴き取り，その響きの延長線上に次の音を置くというタッチ・コントロール
が必要となるからである。さらに音楽的な表情には③の強弱が伴い，それが⑤の急速な動きともなれば，最大限の聴
覚の働きなくしてタッチ・コントロールは不可能となる。
　このように，いくつもの音の響きや旋律を，タッチと同時に耳が聴き分けられて初めて，ピアノで表情豊かに，歌
うような表現が可能となるのである。また，和音やオクターヴ・重音を弾いた時に，良い響きを得るバランス感覚も，
聴覚を鍛え養うことによって獲得できる。しかし，実際に音を出す前には，どんな音でどのような響きを望んでいる
のか，まずもって「内なる耳」で聴くというダブルの聴覚機能を育てていくことが，一個の音楽家になるためにはと
ても重要なことである。
　②アクセントでは，主にリズム感の重要性を説く上で，腕を使用するタッチの方法として要素に加えたが，言葉の
発音にはアクセントがあるように，音楽的なアクセントとしての意味合いも含んでおり，アクセントでの強調表現に
は，その前後の関連性を，自然なものとする耳の働きはやはり欠かせない。リズムは動きであり，舞曲のように軽や
かで弾むようなものから，重厚で厳格なものまで多種多様である。リズムは感じとるものであると同時に，ピアノで
はタッチや音と直結する以上，動きにマッチした音色を引き出さなければならない。
　音に色が付くというイメージは視覚的である。調性にも色合いが感じられ，リズム感による動きを見ることも視覚
的といえるだろう。誰もが例外なく譜面を読み，楽曲を分析しながら楽譜を見て練習する。暗譜する際に視覚から得
る情報は，タッチの触覚や音の聴覚による記憶よりも一番確実なものである。このように，聴くことや見ること，触
れること，感じることが全て融合することで，音楽的に豊かな感性が養われていき，単にピアノを弾くという行為が，
無限の広がりを持つ音楽の世界を自ら切り開いていけるようになるものだと考えている。
　終わりに，ブラームスの 3つの間奏曲 作品 117 より，第 1曲を例にあげて，今回のタッチの集成としたい。ブラー
ムス晩年の小品集は，どれも深い味わいに満たされたものであり，どのひとつの音も，無意味なタッチで演奏する訳
にいかない作品群である。彼の長年に亘る音楽的吟味と推敲によって，ここでは音楽の装飾的なものは影を潜め，人
生と音楽の本質のみ書き綴られているといっても過言ではあるまい。

譜例 7．
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柔らかな，一定のリズム型で連続する右手オクターヴの響きと，左手のシンプルでありながら豊饒な響きの和声。
なだらかな山を描いたような旋律線は，ほぼ内声に置かれており，和声に溶け込むように，しかし豊かな味わいをもっ
て歌う。この含蓄に富んだ音楽を，ピアノで表現するのは，多声的なバッハの音楽の表現同様に難しいものである。
さまざまなタッチの工夫と，あらゆる声部を聴き分ける聴覚を研ぎ澄ませて演奏されなければならない。
　タッチの観点からいえることは，左右のリズム音型は，脱力した手首や腕の柔らかな揺らぎとともに，鍵盤に載せ
るタッチで弾かれるものであろう。自然に伸ばされた指のラインを保ち，決して指の曲がり具合が角ばり，唐突な硬
い音が発せられないように注意して，音に聴き入ることに集中する。
　内声の旋律線については，オクターヴの載せるタッチ（写真 41．43．）と同時に，旋律の音にあたる指を，ものを
掴む時の動きと同じく内側に曲げながら，鍵盤に対して手前に向かう方向にタッチする。（写真 42．44．）音を「捉
えるタッチ」といえるこの方法は，「載せるタッチ」とともに，梃子の原理を 2種類の方向性をもったタッチで発音
させ，柔らかな響きの音色と，芯のある歌う音で弾き分け，音楽的な響きに立体感をもたせることができ，今回のタッ
チの方法でのハイライトといえるものである。
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