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Ⅰ はじめに

ピアノ初心者に対する指導で弾き方を教え
る時，手や指に関して「丸く」「みかんを包
み込むように」等という言葉をよく使う。し
かし，ピアニストと呼ばれる人たちの手を見
ると，必ずしも「丸く」「みかんを包み込む」
ような形をしているわけではない。名ピアニ
ストと呼ばれる人たちには手を「平ら」にし
て弾く者も多いが，時としてその手の形は見
た目「丸く」なることもある。これは一人一
人の骨格や筋肉の付き方が違うということも
あるが，出したい音色によって手や指の様々
な形や動きを使い分けているからである。し
かし，どんな手の形をしていてもピアニスト
の打鍵時の指には共通点がある。それは鍵盤
の方へ指の関節が窪まない（へこまない）と
いうことである。手の形が「平ら」であって
も指の関節は必ず横から見て緩やかな山型に
なっている。前回の研究から，手の山型は構
造的に手が最も動かしやすい，つまり効率良
く動くことができる形だということが分かっ
た。学生を指導する上でも，この山型を身に

付けさせることを徹底させてきたが，打鍵す
ると同時にこの手の形が崩れてしまう学生が
初心者に多い。崩れてしまうと手や指は硬く
なりぎこちない動きになる。
本論は，ピアノ演奏を習得するための初心

者を中心とするピアノ指導法を研究したもの
である。ピアノ指導法といっても多くの視点
があり，教本を中心としたものや譜読みを中
心としたもの，技術向上のためのトレーニン
グを扱ったものなど多岐に渡る。その中でも
本論は，前回の研究に引き続き体の構造や最
も効率の良い動きから考えたピアノ演奏の指
導法を考察したものである。前回は椅子の座
り方での腰・腕・足を中心にその姿勢につい
て研究した。今回は打鍵しているときの手・
指について考察する。音楽基礎を履修してい
る本学の学生の内，筆者の担当するクラスに
は学生が9名いる。まず始めに，この学生の
実態から打鍵時に弾きにくそうにしている学
生の手や指に注目し，その形や動きの特徴を
分析した。次に手や指の構造とその構造から
考えられる効率の良い動きを学生の手や指の
形や動きと比較し，弾きにくくなってしまう
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原因を探った。そして最後に弾きにくい手や
指に対する指導法を考察した。また音楽基礎
における指導法は，講義のある1年間という
限られた期間の中で行うことのできる現実的
な内容でなければならず，形や動きを「直す」
ことにこだわらずに，弱点を「補う」という
ことにも重点をおいてその内容を考察した。

Ⅱ 実態から

ピアノ演奏で手の形を指導するとき，一般
的に手は「丸く」「みかんを包み込むように」
などという言葉が使われる。学生にこの言葉
を使って指導すると，多くが手のMCP（MP）
関節（中手指節関節）が盛り上がり PIP関節
（基節中節関節又は近位指節間関節）も曲がっ
て，手を横から見ると手全体が「丸く」「み
かんを包み込む」ような形になる（図11））。
しかしこの時，手の指先は DIP関節（末節
中節関節又は遠位指節間関節）が深く屈曲す
ることにより手の平側に入り込み，鍵盤の上
に手を置くと爪で鍵盤を押すような手の形に
なってしまうことがある。このような場合，
前回の研究から「筋肉が働いていない，まっ
たく無理のないポジション」である「指を身
体の横にぶらんと垂らした状態」にさせ，そ
のまま鍵盤の上に手を置くよう指導する。多
くの場合，この方法により指先は手の平側へ
巻き込むことなく山の裾のようになって鍵盤
を指の皮膚の部分で押すことができる形にな
る。
しかし，問題はここからである。次にこの

構えからピアノを弾く行為に移った途端，そ
の構えは崩れて腕と手が緊張し動きにくくな
る。それぞれの指が思うように動かない学生
の手や指を見ると，なだらかな手のカーブは
崩れ指は真っ直ぐ伸びて柔軟性のない一枚の
板のようになり，指を一本一本動かすことは
非情に難しい形になっている。これは前述し

た手を最も動かしやすい「身体の横でぶらん
と垂らした状態」ではなく，丁度「気を付け」
をしている状態で手に力が入っており，決し
て指が自由に動く状態とは言えない（写真
1）。
また，音がとても弱かったり音の出るタイ

ミングが出そうとした瞬間よりも遅くなる学
生の手や指は，上から見ると DIP関節が窪
んで（へこんで）しまっている（写真2）。
鍵盤が指先に触れると同時に鍵盤が下りて音
が出るのではなく，鍵盤に指先が触れた次の
瞬間に DIP関節が窪み（へこみ），その時初
めて鍵盤が下りて音が出る。そのため音の出
るタイミングが，出そうとした時間よりも遅
れる。
その他，端の指（親指・小指）で打鍵する

時，手が開き指も伸びてとてもぎこちなく，
端の指での打鍵後に次の指へ移動する場合に
時間が掛かり1つのフレーズを一息で弾くこ
とができない学生もいる。この打鍵する指が
小指である場合は，他の指も小指に近寄り手
全体がまるで包丁になって何かを切っている
ような状態になる。打鍵する指が親指の場合
は親指の横（側面）で打鍵することが多く，
親指の関節（DIP関節）は窪み（へこみ）指
先が外側に反っている。また，まるで手が「万
歳」をしているように他の四指（人指し指・
中指・薬指・小指）が上に向かって伸びた状
態で打鍵している学生もいる（写真3）。
これらの実態から，本論では大きく分けて

以下のような打鍵時の問題点に注目すること
にした。
①手全体に力が入り，1本ずつ指を動かすこ
とが難しい。

②関節が窪み（へこみ），鍵盤を押す力が弱
い。

③端の指（親指・小指）での打鍵がぎこちな
い。
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これらの問題を抱える学生は，ピアノ演奏
の技術の上達が遅い。思うように動かない手
での練習は思うようにいかないためピアノを
弾くこと自体が辛く，音楽を楽しむ余裕など
ないといった様子である。ではどうしてこの
ようになってしまうのだろうか。次に手や指
の構造と動き方からその原因を探った。

Ⅲ 指の構造から

私たちの身体は筋肉と関節のコーディネー
ションによって動かすことができる。では指
はどのような筋肉と関節によって動かすこと
ができるのだろうか。
手には中手骨，手根骨，指骨があり，私た

ちが通常「指」呼んでいる部分の指骨には末
節骨，中節骨，基節骨がある。そして末節骨
と中節骨との間を DIP関節（遠位指間関節），
中節骨と基節骨の間を PIP関節（近位指節間
関節），指（指骨）と手の平（中手骨）との
間をMCP関節（中手指間関節）と言う。但
し，親指は他の四指（人指し指，中指，薬指，
小指）とは構造が異なり指骨は末節骨と基節
骨の二つしかなく，関節は末節骨と基節骨の
間の DIP関節と指骨と中手骨の間のMCP関
節のみである（図1）。
次に指を動かす筋肉であるが，指に直接筋

肉はついていない。指を動かすのは前腕にあ
る筋肉だという。前腕にある筋肉と指の関節
とが長い腱で繋がっていて，これにより指を
動かすことができる。指（手）の動きには手
の平側に屈曲する動きや手の背（甲）側に伸
展する動き，また手を閉じたり開いたりする
時のような中指を中心に指が近付いたり（内
転），離れたり（外転）するものがある。筋
肉には，これらの動きを可能にするそれぞれ
の役割がある。まず，手の平側に屈曲する場
合，人指し指・中指・薬指・小指の四指は末
節骨が深指屈筋，中骨指は浅指屈筋，基節骨
は虫様筋により屈曲する。親指は末節骨が長
母指屈筋，基節骨が短母指屈筋により屈曲す
る。次に手の背（甲）側への伸展であるが，
これには人指し指・中指・薬指・小指の四指
で末節骨・中節骨・基節骨ともに総指伸筋に
より伸展し，人差し指にはさらに示指伸筋が，
小指には小指伸筋が付き伸展に関係してい

写真1

写真2

写真3
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る。親指は末節骨が長母伸筋，基節骨が短母
指伸筋により伸展する。そして手を閉じる内
転には，人指し指・中指・薬指・小指は骨間
筋が，親指には母指内転筋が，その反対で手
を開く動きである外転には人指し指・中指・
薬指が骨間筋，小指は小指外転筋が，親指は
長母指外転筋と短母指外転筋が働いている
（図22））。また，これら筋肉の内ほとんどが
肘へと繋がっており，屈筋は手の平側を通っ
て肘の内側へ，伸筋は手の背（甲）側を通り
肘の外側へ繋がっているという。
このように指を動かすためには数種類の関

節とそれを動かす数種類の筋肉とが必要に応
じて連動し，他の身体の部分と同じように筋
肉の緊張と弛緩を交互に行うことによってス
ムーズな動きを生み出している。しかしこの
緊張と弛緩が同時に起こる場合もあり，それ

を同時収縮と呼ぶという。打鍵する時のよう
にMCP関節を上下に動かす運動は，伸筋と
屈筋が交互に緊張と弛緩をする。しかし，こ
の同時収縮は2種類の筋肉が同時に緊張する
ため動きが止まってしまうという。
このような構造から前述した打鍵時の問題

の原因として次のようなことが考えられる。
①について
手に力が入って動かなくなってしまうと感

じた時は，同時収縮のように筋肉が動きに適
した役割をしていない状態なのではないだろ
うか。
②について

DIP関節を屈曲させるときに働く深指屈筋
が弱いことが原因で鍵盤を押す時に掛かる力
に関節が耐えられないのではないだろうか。
③について
親指での打鍵時の DIP関節の窪み（へこ

み）は②のような力に耐えられず窪んだと考
えるよりも，指先が外側に反っていることか
ら指に力が入っていると思われる。つまり構
造から考えられる原因として，①と同様に筋
肉の同時収縮のような動きに対する筋肉の不
適切な働きと捉えることができるのではない
だろうか。一方，小指の打鍵時における問題
は，筋肉の腱が関係していると思われる。酒
井氏によると，隣り合った指と指との伸筋を
結ぶ伸筋腱の腱間結合は薬指と小指の間が最
も強いという3）。もちろんこの腱間結合は人
指し指と中指の間や中指と薬指の間にもあ
り，小指を動かしたいときに小指以外の指，
特に薬指が小指に寄って一緒に動いてしまう
原因の一つとしてこの腱間結合が関係してい
ると考えられる。
しかし，こうして構造をみてくると，親指

と小指は他の3指とは違った長所を持ち，こ
の2指（親指・小指）は他の3指よりも動き
やすい構造をしているように感じる。親指の

図1 手と指の関節

図2 指の関節とこれらを動かす腱
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場合，親指のためだけの筋肉があり，他の4
指とは独立した動きができることが分かる。
また弱いと思われがちな小指には中指や薬指
にはない筋肉がついていることから，それら
の指よりも強い指とも考えることができる。
ではなぜ，これらの指の動きがぎこちなく
なってしまうのだろうか。次に動き方に注目
し問題の原因を探った。

Ⅳ 動き方について

人指し指・中指・薬指・小指は，基節骨が
中手骨を軸として打鍵のような指を上下に動
かす運動をしている。一方，親指は中手骨と
手首との間を軸として上下に動くという4）。
トーマス・マークらも親指の動きは「CMC

関節から生まれる5）」とする。つまり，親指
は他の4指のように指の根元から指を上下に
動かしているのではなく，手の根元から指を
動かしているというイメージが正しいのであ
る。また，ジョルジ・シャンドールは効率良
く打鍵するために指先は「出来るだけ鍵盤を
真っ直ぐ下に押せるポジション6）」が「エネ
ルギーを直接的に伝える7）」とし，指は「前
腕（屈筋と伸筋）と一直線になる8）」ことが
望ましく，そのために「各指に対して手首と
前腕の位置を水平方向にわずかに変化してい
くことが必要9）」だと述べている（図310））。
実際に右手の中指で打鍵する時，手首を身体
の方へ近付けて前腕と手が折れ曲がった状態
で打鍵したり，手首を指先よりもずっと下に
なるように手首を曲げて打鍵した時よりも前
腕が中指の直線上に位置している状態で打鍵
した時の方が中指は動きやすく疲れにくい。
さらにジョルジ・シャンドールは親指に関し
て「手首を低め11）」にすると動きやすいと述
べているが，先程の動きの軸をイメージしな
がら親指の直線上に前腕がくるようにする
と，手首は「低め」に位置しこの状態での打

鍵はしやすい。但し，手首が低すぎて曲がっ
た状態での打鍵は手首や手の背（甲）に痛み
を感じる。
このようにそれぞれの指が指を動かす筋肉

のある前腕と同一直線上になるように手首や
肘を移動させることが指にとって効率の良い
動きを生み出す条件なのであり，その動きは
あくまで「わずか」でやりすぎると逆の結果
を生むことになると言える。
確かに問題①の学生の手首はほとんど動く

ことがなく，動いたとしても動きに規則性は
なくぎこちない動きをしている。問題②の学
生の場合も手首が下に折れて手の背（甲）よ
りも手首が低い位置にある。問題③の学生に
おいても親指の場合，手首が下がり筋肉が指
の直線上に位置していない。
さらにトーマス・マークらは「尺側偏位」

による親指主導の動きが手の動きを硬く，ぎ
こちなくすると述べている12）。普段，本のペー
ジをめくったりするときなど私たちは前腕を
回転する動きをする時，尺骨を軸に回転させ

図3 一直線上の指と前腕
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るという。これは感覚として小指側を中心に
手を回転させていることである。しかしこの
「尺側偏位」は，尺骨とは反対に橈骨を軸に
手を回転させた時に，「手の全体が小指側に
寄って曲がっていこうとする，つまり尺骨の
ほうにねじれている13）」状態（図414））で，
この状態のままで親指中止に手を動かすと手
や指の動きがぎこちないだけでなく，動かし
続けると故障を引き起こすという。
親指での打鍵で③の問題を抱えている学生

はこのような手の形に近く，「尺側偏位」の
まま親指主導の動きで打鍵していると思われ
る。「万歳」をしたような手の状態も「尺側
偏位」によってねじれたまま親指主導の動き
をしてしまっているためかもしれない。同時
に小指の打鍵時に他の指（人指し指・中指・
薬指）が寄ってきてしまうのも，強い腱間結
合の他にこのねじれが原因とも捉えることが
できる。

Ⅴ 指導法考察

1．①についての指導法
1つの動きに対して2種類の相反する役割

の筋肉（対立筋または拮抗筋）が働く。①の
様子から，この正反対な役割の2つの筋肉が
うまくそれぞれの役割を果すことができな
かったために手の動きがぎこちなく，硬く
なったと思われる。普段，日常生活の中で1
本の指だけ動かすことはあまりない。よって

1本の指で打鍵するということはどのように
筋肉を動かすことなのか，体が分からなかっ
たのではないだろうか。そこで1本の指で打
鍵する時，どこの筋肉をどのように使うのか，
感覚的にどこの部分にどのように力が入るの
かを体得させることにした。またそれを会得
した上で，それぞれの指にとって動かしやす
い手首や腕のポジションがあることを気づか
せるように指導したい。
今回は，1本の指で打鍵するということは

どういうことなのか体得することを目標に次
に述べる台秤による方法を行った。

【台秤での計測】
台秤による計測は打鍵する時の指に自分の

腕の重さをどのように掛けるのか会得する方
法として御木本氏が著書「正しいピアノ奏
法15）」で紹介している方法である。この方法
は，ピアノを弾く時のように椅子に座り，台
秤の上に手首をのせた時の重さと，打鍵の角
度で台秤に一本の指だけのせた時の重さを量
り，その二つを比較するもので（図516）），
関節が弱いと「上腕と前腕を上に持ち上げて
（指に）重さがかからないようにしてしま
う17）」ため，1本の指で量った時の重さは，
手首を乗せた時の重さの2，3割程度にしか
ならないという。つまり，問題を抱えている
学生の手がこの計測をして，手首を乗せた時
よりも1本の指を乗せた時の方が大きく減少
すれば，関節が弱いということも分かる。ま

図5図4 尺側偏位の位置
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た，「自分の腕の重さをどのようにかけるの
か会得する方法」なので，1本の指で打鍵す
るということがどのようなことなのか身体で
感じる一つのきっかけになるのではないかと
考えこの方法で計測を行った。この方法での
計測結果は図6及び図7のようになった。
全体として，問題を抱えている学生は，問

題を抱えていない学生に比べ，関節が弱いと
いうことが言える。関節の弱い学生は1本の
指で台秤に乗っても手を乗せて量った時と同
じ重さになるように台秤を押すと，重いと感
じる。このとき感じる力の掛け具合にこんな
にも力が要るのかと驚く学生もいた。この方
法により，すぐに手や指の形に改善が見られ
たわけではないが，実際に数値を見ることに
より，自分の問題を認識できたという点では
この方法は有効であった。

2．②についての指導法
この問題は指を動かす筋肉が働きやすい状

態で打鍵していなかったことも原因の一つに
あると思われるが，関節を動かす筋肉が打鍵
できるだけの充分な発達をしていないことが
大きな原因としてあると思われる。特に多い
DIP関節の窪み（へこみ）は，屈曲に関係す
る深指屈筋が弱いと考えられる。①の指導の
一つとして行った台秤による計測結果を見て
も，②の問題を抱える学生Ａ・Ｂ・Ｆの関節
が弱いことが分かる。直接的に考えるなら
ば，この問題の改善にはこの深指屈筋を鍛え
て強くすることが必要であるが，この深指屈
筋を鍛えて強くすることは難しいという。そ
こで②に関しては改善するのではなく，弱さ
を補う指導を考察した。今回は打鍵する時に
指に必要な力である瞬発力に注目し，次に述
べる錘を使った方法を行った。

【錘による瞬発力の計測とトレーニング】
関節の弱さに関して，御木本氏はそのト

レーニングに「非情に時間がかかる18）」と言っ
ている。また，手を動かす筋肉の強さを測る
一つの方法として握力があるが，この年間増
加量は男子で14～15歳，女子で11～12歳で
ピークになり，その後男子は17～18歳以降，
女子は14歳以降，増加量が僅かになるとい
う19）。このことから，大人が手を動かす筋肉
を鍛えることは，簡単なことではないことが
分かる。

図6 右手

写真4

図7 左手
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そこで関節の弱さを克服するのではなく，
カバーする方法を考え，注目したのが打鍵時
の指の瞬発力である。音の大きさは打鍵の速
さが音色を決める。力を支えることが弱くて
も，速さでその分を補えるのではないだろう
かと考えた。御木本氏は瞬発力に関し，錘を
使った方法を著書に載せている20）。これを参
考に学生の指の瞬発力の計測とトレーニング
を行った。
計測方法は，手を横にして机の端に手の平

をつけ，机の上の錘を指で押し出す。この錘
がどれだけ進んだかを計測し，指の瞬発力を
調べるという方法である（写真4）。錘は10
円玉を10枚重ね横をセロハンテープで固定
し，机との滑りを良くするために裏にはフェ
ルトを10円玉型に切って貼った。錘の重さは
フェルトとセロハンテープを合わせて49gで
ある。机は教室の机を使用した。結果は図8
のようになった。
この結果を見ると，②の問題を抱えていな

い学生であってもあまり遠くへ飛ばすことが
できない。音楽の表現としての強弱を比較的
自由に表現することができる学生Ｅ，Ｈ，Ｉ
の結果を見ると，②の問題を抱える学生Ａ，
Ｂ，Ｆが強弱の表現をできるようになる可能
性があることを感じる。学生Ａ，Ｂ，Ｆにつ
いてはこの錘を使ってテニスや卓球のラリー
のように二人一組になって錘を飛ばし合うこ
とにより瞬発力を鍛えるトレーニングを行っ

た。何度かレッスンの前に行ったところ，学
生Ａ，Ｂについては関節の窪み（へこみ）が
改善されたのでトレーニングを中止した。但
し，この改善はトレーニングによるものと断
定することはできない。

【ゴムを使ったトレーニング】
学生Ｆはこれらの方法から少しの改善も見

られなかった。そこで，指1本の屈筋を感じ
させることにこだわり，以下のようなことを
行った。
学生Ｆと筆者が対面に座る。学生Ｆの指に

ゴムを引っ掛けてもう一方を筆者が持つ。学
生Ｆはゴムを引っ張る（写真5，6）。次に
この要領で打鍵させる。
この方法では学生Ｆの手や指に変化があっ

た。1枚の板のように動いてしまう手と指が，
山形になった（写真7，8）。「こうやって動

図8

写真5

写真6
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かすんだ」という学生Ｆの感想から，1本の
指で打鍵するとは体のどの部分をどのように
して動かすのか分からなかったと思われる。
変化が見られた次の週の授業では元の一枚の
板のような手と指の形に戻ってしまっていた
が，もう一度ゴムのトレーニングを行ったと
ころ，すぐに山形へと変化した。すぐに身に
付けることはできないが，イメージとして打
鍵するということが習得できたようである。

3．③について
この問題は本論で分かっただけでもいくつ

かの原因が組み合わさっていた。①のように
対立するはずの2種類の筋肉の働きがうまく
いかなかったことや，構造的に強い腱間結合
が関係したこと，また親指主導の動きによっ
て手全体が動きにくくなっていたことが原因
として考えられる。また，親指と小指は5指

の中でも手の端に位置する短い指で，その指
にとって動かしやすい位置に前腕がなかった
ことも関係していたと思われる。
指導方法としては，構造の理解から始めた

い。親指が他の指から独立して動ける構造や，
他の指よりも多くの筋肉が係わっている小指
の構造を知ることで，動かしにくい・弱いと
いった親指や小指へのイメージが変わるだろ
う。また，ページをめくるなどの日常の動作
から小指主導の動きと親指主導の動きの違い
を感じさせ，小指主導での動きができるよう
に指導したい。親指に関してはMCP関節か
ら動きが生み出されるということを知ること
で，親指を動かしやすい前腕の位置や向きに
気づかせたい。

Ⅵ まとめ

前回に引き続き身体の構造や動き方から効
率の良い動きを目指したピアノ演奏の指導法
を考察した。見た目に感じた動きの硬さやぎ
こちなさの原因を構造や動き方から探してい
くことで，曖昧な言葉を用いた指導ではなく，
具体的な指導法を探すことができた。
学習者にとっては目に見える形で原因が提

示されたり構造や動き方の知識を取り入れる
ことはピアノ演奏に対する漠然としたイメー
ジが明確な運動へと変化し，練習効率が上
がったように感じる。大人の学習者への指導
は体で覚えることと頭で理解することの両方
により，効果的な指導が成り立つと言えるだ
ろう。
ピアノ演奏はただ指を動かしているだけに

見えるが，打鍵という一つの動作に対し指を
動かすために手首や肘など前腕が関係し，前
腕の動きには肩が関係し，肩の動きには胴体
が関係し，胴体の安定には足も関係すると
いったように身体の全てが係わって身体全体
で打鍵しているといっても過言ではない。ま

写真7

写真8
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た，これは無意識に行われている筋肉の緊張
と弛緩の交互の働きによるもので，まだ研究
していない神経系はそれら全てに指示を出し
大きな役割を担っている。調べれば調べる程，
人間の身体の仕組みに驚くが，これら全てを
医学の素人が理解することは非情に困難なこ
とだと感じる。しかし，学生にとって音楽を
学ぶ一つの手段にすぎない音楽基礎のピアノ
演奏が，指が思うように動かないという理由
でただ辛い時間に終わるのではなく，その先
にある音楽する楽しさや喜びに少しでも触れ
ることができるよう今後も指導法を探求して
いきたい。

注

1）トーマス・マーク，ロバート・ゲイリー，
トム・マイルズ，小野ひとみ監訳，古屋
晋一訳「ピアニストならだれでも知って
おきたい『からだ』のこと」春秋社，
2006，p．107「手と指の関節」より

2）酒井直隆「ピアニストの手―障害とピア
ノ奏法〈ムジカノーヴァ叢書22〉」音楽
之友社，1998，p．27「図13：指の関節と
これらを動かす腱」より

3）酒井直隆 前掲書 p．17
4）トーマス・マーク他 前掲書 p．81
5）トーマス・マーク他 前掲書 p．111

CMC関節（手根中手関節）は手根骨と
手の骨を結んでいる関節のこと。

6）ジョルジ・シャンドール，岡田暁生監訳，
佐野仁美，大久保賢，大地宏子，小石か

つら，筒井はる香共訳「シャンドールピ
アノ教本―身体・音・表現」春秋社，
2005，p．40

7）ジョルジ・シャンドール 前掲書 p．40
8）ジョルジ・シャンドール 前掲書 p．82
9）ジョルジ・シャンドール 前掲書 p．82
10）ジョルジ・シャンドール 前掲書 p．84

「図34」より
11）ジョルジ・シャンドール 前掲書 p．86
12）トーマス・マーク他 前掲書 p．96
13）トーマス・マーク他 前掲書 p．96
14）トーマス・マーク他 前掲書 p．99
15）御木本澄子「正しいピアノ奏法 美しい

音と優れたテクニックをつくる」音楽之
友社，2004

16）御木本澄子 前掲書 p．27 「図17，図
18」より

17）御木本澄子 前掲書 p．28
18）御木本澄子 前掲書 p．76
19）酒井直隆 前掲書 p．34
20）御木本澄子 前掲書 p．76
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