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ピアノ基礎技法
〜 足の位置 〜

TheBas
i
cPi
anoTec
hni
ques:
TheFootPos
i
t
i
o
n
(
2
0
04年 3月31日受理)

大 山 佐知子
S
a
c
h
i
koOyama
Keywor
ds:両足の位置,左足の位置,右足の位置

Thef
ootpos
i
t
i
ond
e
c
i
de
st
hewhol
ebodyc
ondi
t
i
ons.Ⅰ
nt
her
i
ghtpos
i
t
i
on,t
hef
ootl
e
ad
st
h
ebodyt
oge
tf
or
c
e
nat
ur
al
l
y,buti
nt
hei
nappr
opr
i
at
epos
i
t
i
on,i
twi
l
lmi
s
l
e
adt
hebody. Thet
i
mec
ome
swh
e
nt
hec
hangeofbody
f
or
c
e
st
hec
hang
eo
fr
oo
tpos
i
t
i
on. Wemus
tb
ea
war
eo
ft
hef
oo
tpos
i
t
i
ont
os
uppor
tt
h
eb
o
dy.Thatway,we
wi
l
lbea
bl
et
ou
s
et
h
ebodyt
op
l
ayt
hepi
anonat
ur
al
l
y.
足の位置は,体の状態を左右す る｡ 正 しい位置にあれば, 自然に力を誘導できるが,正 しくない位置にあると,体の
力を止めて しまうこともある｡体の使い方が変化すれば,足の位置も変化すべ き時がある｡ 自然 に体を支え ることがで
きるように,常 に足の位置を意識す る必要があるのである｡そうす ることによ り,体をより自然に使い, ピアノを演奏
す ることができるようになるのである｡

は

る｡重心を意識 して,体の位置を変化させ ることにより,

じ め に

無駄 な力を使わ ないで,同 じ結果 を出す ことができる｡

ピアノは,手で弾 く楽器である｡ しか し,それは単に
楽器 と体の接点で,実は,楽器を奏す ることは,体全体
を使 って行わ なければいけないものである｡ これは, ど
んな楽器でも同 じことが言え る｡

足の位置 もこれを考える上で忘れ てはならないことなの
である｡
ここでは,足の意識の仕方か ら,実際の使 い方を考え
てい く｡

歌を歌 うことが,体を使 う原点になる｡
体全体が楽器 となるか らである｡ この感覚を元に,莱
器を演奏す るためには,その楽器に対す る体の姿勢,辛
足の位置を変えなくてはならない｡

〈足の支えの意識〉
足は, どのような姿勢をとる時でも,大地 を しっか り
踏み しめていなければならない｡

立 っている時 と座 っている時では,体の力加減が随分

ピアノは,前後左右に状態を移動させ重心 を移動 して

違 って くる｡立つ と言うだけで緊張 していた筋肉が,座

奏す る｡ このとき足の位置が決 ま らなければ,上半身全

この緩め方を楽器

体に無駄 な支えの力が入 り,状態が不安定になるのであ

に合わせて注意深 く行わなくてはいけない｡必要最小限

る｡ この場合,当然 ミスタ ッチを多くす る状態になる｡

緩め,緊張 も残 しておかなければ, 自由に体を使えない

ピアノは,椅子に座 って演奏す る｡直接的には,重心

ると当然必要 なくなり緩んで しまう

｡

のである｡

は座 った椅子に乗 った状態である｡これが まず浮き上が

体には,重心､
があ り, これ をい かに意識 して使えるか

らないように気をつけることが大切である｡その意識を

によって,同 じ結果を出すのに,力加減が随分違 って く

更に足 まで持 って行 き,下半身全体で上半身 を支え られ
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ると一層体を使 う範囲が広がるのである｡

佐知子

ピアノの場合,椅子に重心を置いているので, この感

ピアノは,腕立て伏せを している感覚が必要 と言うと

覚のまま長時間 自然落下運動が,腕で持続できるが,腕

わか り易 い かも しれ ない｡ もっとも ピアノは,指で弾 く

立て伏せは,重心を浮かせているのに更に浮かせた体重

ので指立て伏せ ということになる｡ これでは,相当な筋

の負担を受けて落下運動を続けることは,至難の業であ

肉の持ち主でないと弾けそうにない｡ しか し,指が重み

ろう

｡

を感 じるのは,打鍵の一瞬であ り,重みは,即座 に脱力

いずれ に しても足の支えの意識は,は っきりとすべき

されて指先を通 り抜けてい くのが理想のタ ッチである｡

なのである｡ この意識 により,初めて上半身全体のバ ラ

つ まり,体重を支える筋肉は,指立て伏せを一瞬できれ

ンスが安定 し自在になるのである｡

ば可能 と言 った方が近 い かも しれ ないのである｡
もう一度腕立て伏せ を,思い浮かべて欲 しい｡腰の重

〈両足の位置〉

心を文字 どうり腕で支え, もう一点足先でも支えている｡

基本 と しては, ピアノペ ダルの両端の幅位足を開き,

この足先の一点は,腰か ら足 までの緊張があ って初め

桂 を 5セ ンチも動かさない位でペダルを踏めるように置

て保たれ る｡ これが緩んで膝が着 くと腕に感 じる重みは

く この時,鐘が この幅で,足の指先は,外側 に気持 ち

一度に軽 くなる｡

だけ開いて扇型を作 るとより安定 した感 じになる｡ こう

また,足先の指先のどれだけの範囲で一点を作るかによっ

すれば左右の揺れに対 して しっか り支え られる形になる｡

ても腕の負担は変わ って くる｡極端 に両足親指だけで し

自分で見るとカタカナの ｢
ハ｣の字を逆さにしたように,

か も,両足をできるだけつけて一点にす るほ ど腕の負担

見えれば良いのである｡

は増える｡
ここで考え方を整理 しなお したい｡腕立て伏せの支え
の想像は,重心 を足 と腕 の2点で支えているというもの
だ った｡
しか し,注意深 く考 えてみ ると,腕 も足 も2本ずっあ
るのである｡つ まり,重心は, 4点で支え られ ている意

｡

また,膝は,少 し開けてお く方が体の変化に対応 し易
いので,両足膝を付けて固定 して しまうことはないと言
える｡
この基本か ら, ピアノの右ペダルはまず曲全体で使わ
れ ることが多いので,右足先は常に右ペ ダル上に置かれ
ていることになる

｡

識が必要 なのである｡先ほ ど両足の親指だけで支えたと

左足は足の裏全体で支え,右足は足の指 と付け根部分

考えたときは,重心を腕 2本 と足 1本,つ まり 3点で支

がペ ダルに置かれ浮 き上が っているので,瞳で支えるこ

えたようなものだ ったのである｡負担が腕 にかか って当

とになる

た り前である｡
重心を最小限の筋肉の負担で支え られれば,体を自由
に使える範囲がその人にとって最大限になる｡
腕立て伏せの回数を増やすために,体を支える腕や足

4点の最適 な位置があるはず なのである｡
もちろん, ピアノの場合 も基本的に重心の重みを感 じ
なが ら,足の最適 な位置があ り,それが意識できて腕の
重みにつなが ってい か なければならないのである｡
ただ し, ピアノは上半身が前後左右に自由に動 くので ,
重心､
は,ほとん ど足の位置で支え られ ているべ きで,上

｡

左足 もペ ダルにおかれ る場合が当然あるが,そうす る
と両足 とも桂で支える格好になり,不安定 さを補 うため
膝や腿の緊張が増す ことになる｡左足ペ ダルは,必要 な
時だけ,速やかに用意 し役 目が終わ ると即座にペダルか
ら足を降ろ したほうが良い｡降ろ して右足の分 も,大地
を踏み しめておか なくてはならないのである｡
幸い左足の弱音ペダルを使 うときは,その曲 目の特殊
な場面で最も弱音を必要とするときに,指先のコン トロー
ルに加えて機械的 な操作をす るもので,それほ ど長時間
使用 しない｡

半身は,実は宙に浮いている感覚 と言 ったほうが良い｡

右足先をペ ダルに常 にかけているピアノの基本姿勢で

腕立て伏せで言うな ら腕の位置で上半身だけ飛び跳ね

は,左足は,右足 より重心を支える比率が多いと言える

た感覚である｡ ここで一瞬宙に浮いた感覚ができる｡大
変そうである｡

のである｡
また,右足は桂で支えているため,左足よりは,膝 と
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腿の緊張が常に必要 になる｡ 右足は,足先が浮 き上が っ
た分,膝を内側 に引 き締めるように重心を支える格好 に
なる｡

とである｡
左足の位置は,前後 に大 き く移動できる｡一番前は,
弱音ペダルを踏んだとき｡ 一番後 ろは,左足の腿 の付け
根の下 まで｡

〈右足の役 目〉
右足は,左足よりは,固定 されて準備 され ることにな
る｡
ピアニス トが ピアノの前に座 り最初にす ることは,右
足先を右ペ ダルに乗せ ることである｡左足は,左ペダル
の側でいっでも最小限の移動で踏める基本の位置のまま
である｡
右足の役 目は二つある｡

重心の位置は, この左足の移動 により大 きく変化す る｡
弱音ペダルに左足先をかけている時は,重心は,腰の
位置で一番支え られている｡ この場合,上半身の揺れ ら
れ る範囲は,両足がペ ダルに固定 されているので,狭い
範囲になる｡
左足が腿の付け根の下 まで移動 した場合,上半身は,
最大限前後に揺れ ることができる｡
ブランコを漕 ぐ動作を思い浮かべると良いだろう｡ ブ

一つは, もちろんペ ダルを操作す ること｡

ランコをより大きく揺れ動かすためには,足を前後に しっ

二つ 目は,左足を 自由に してや ることである｡左足が

か り動かす ものである｡足を前後に動かすのに加え,上

移動す る時,常に重心の支えを変えなくてすむ よう緊張
させていることである｡
右足は,桂だけで支えている感覚に加えて,膝 と腿が

半身 も大 き く前後に動けば,更に勢いが 良 くなる｡
左足だけで重心を支えるだけでなく,重心の移動を促
しているのである｡

片足で立つような緊張を していることが大切なのである｡
この準備があれば,左足が重心 を移動 させ る助けを し
て位置を変えても,移動の間に不安定になることもない
のである｡

〈左足の位置〉
左のペ ダルの位置か ら,左腿 の付け根 の下 まで,移動
できることが必要である｡
弱音ペ ダルに足先をかけている場合,最 も上半身は,

く右足の位置〉
右足の位置は,固定 されている｡右足先をペダルか ら
降ろす ことはない か らである｡

前屈 しに くくなる｡重心の重みを鍵盤にかけに くくなる
ので弱音 になり易い｡その上で更に機械的に弱音 にす る
のである｡最弱音 に,左の足の移動が有効 なのである｡

畦の位置は自ず と決 まるが,膝の位置が一番問題で,

左腿の付け根の下 まで左足を移動す るとどうであろう｡

これが外に開きす ぎると全 く重心を支え られ ない｡足 と

最強音は, この位置で左足で立 ち上がれ る状態か ら出す

上半身の力加減が分裂 して しまうことになるので要注意

ことができる｡左足に重心を乗せ,腰を浮かせて落 とす

である｡

ことができれば, これ以上の最強音は, ないのである｡

右足の睦の位置が決 まった ら,膝の位置を重心が支え

右足が膝 と腿 に緊張感を持 って重心を支えていたよう

られているか どうか考えて,左足よ りは意識 して内側 に

に,最強音を考える時は,左足 の膝と腿 の緊張感 も出て

締めることが大切である｡場合によ っては,右足だけで
f
l

くる｡

立ち上がれ るような,支点を探すのである｡
こうす ることにより,右足の位置 と格好が確定す る｡

弱音ペ ダルを踏んでいるときは,右足 よ りも緩んでい
た膝や腿が,最強音の時には,右足の緊張を超えていな
ければならない｡

〈左足の役 目〉

左足の位置は,その曲 目の主 に音量によってスムーズ

左足は,基本的に動かせ る状態 にあるべきである｡

に移動され る｡あまり動か しす ぎるのは, フ レーズをさ

左足の役 目も二つある｡

えぎる可能性 もあ り,薦めない｡む しろ曲の構成を見せ

一つは,弱音ペ ダルを操作す ること｡

るための,大きなフ レーズの区切 りでのみ使 うことを考

二つ 目は,体全体の重心の位置を支える補助 をす るこ

えたい｡
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左足の位置を意識す ることにより,演奏の幅が広が る

佐知子

すべて動ける状態である｡ これが宙に浮いた感覚 といえ
るであろう｡ 腰の重心に支えが集 まってどっか り座 って

ことは確実 なのである｡

いる感 じである｡
この状態でほとん どの奏法をこなす ようにできなくて

く両足の使 い方のバランス〉
ここで,両足の使い方のバ ランスを整理 してみよう

｡

通常の音量で演奏す る場合は,右足で,重心を支えて

はならない｡
ここか ら,足の緊張を意識 し,重心の移動を意識 し,

いる意識の方が多 くあるべきである｡なぜなら,左足は,

上半身を更に動か して使 うことは,表現の幅を最大限に

いっでも移動す る可能性があるか らである

広げ る上で行 うことである

｡

通常 よりも更に弱音を必要 と した り,強音を必要 とす
る場合,重心の意識を左にかけることを考えるべ きであ

｡

これが,腰の重心を浮かす

こともできると言 うことで, まさに腕立て伏せの縦型状
態である｡

る｡ なぜなら, この左足の前後 の動 きにより上半身の鍵

これが 自在 に使えるようになることが理想 といえる｡

盤に対す る重みのかけ方が大 き く変化す るか らである｡

あ くまでも自然 な奏法を 目指す うえで,足 と上半身のバ

右足に対 して更に重心の重みを減 らす場合は,左足を
前に,右足の支えている重心の重みを更に増やす場合は,

ランスを取 る感覚は,重要である｡
このバ ランスが万が一偏 ってもそれを補 う筋 肉を鍛錬

左足を後ろに移動 して位置す ることが,有効だと言える

し支えることは実はできる｡強靭 な指先や,手首,腰の

のである｡

強 さなどがあれば,音量は,容易に出るものだか らであ

まず右足｡更に音量の幅を広げるのが左足｡

る｡ しか し,無理や り補 った力加減は,長時間聞かされ

この分担のバ ランスを身につけることが必要である｡

ると肩が凝 るものである｡
根本か ら自分の体の全てを使 ってバ ランスを取 ってこ
そ,重心の力が音に生 きると考える｡それが,一番 自然

〈上半身 と足のバ ランス〉
立 っていれば緊張 している足 も,座 ると緩む｡

な奏法 といえるのではないか｡全身を使 うと言 うことが

足を緩めたまま演奏す るとどうなるのであろうか ?

これ以上 ない表現の幅を作 ることに相当す ると考えるの

一見脱力 しているようにも見えるが,実は,上半身に

である｡

緊張が残 る形 になる｡腰の周 りだけで全てを支えること
になるので,硬 さが取れ ない｡上半身が動 こうにも動け
ず,動 くと硬いまま上半身全部で押 して しまうので,檀
端 な変化を付けて しまいやす い｡
この腰の緊張を取 るには,足の意識 しかない｡足の緊
張が生 まれ ると,不思議 に上半身の力が解放 され る｡
腰の位置を緩め ることができるようになるのである｡
足が緩めば,腰が固まる｡足が緊張 して固まれば,腰

〈足は ピアノとの接点〉
ピアニス トは, ピアノの前に座 り鍵盤に触 るより前に
足の位置を決めるものである｡
考えてみれば, ピアノとの接点は, この足のペ ダルを
踏む ことと, もちろん鍵盤 を指でそうす ることの 2点,
両手,両足 と考えると 4点だけなのである｡
目で見え易い手の訓練は,必死に意識 しやすいもので

が 自由になるのである｡重心の位置が 自由になると言う

あるが,足の意識は,｢ない｣に近い｡そういうことで ,

ことは,これだけで,体を自由に使 う範囲がひろが り,

足のペダルの練習 も遅 くなりがちであ り,気がっ くと進

演奏の根本のタ ッチも変化 して くる｡腰が緊張 したまま

度が進んでいる割に,ペダルの使い方が下手であると言

位置だけ変えたと しても,音色の幅は,広が りに くいの

うことは, とても多い現象 と言える｡

である｡

初歩の段階でペダルを使えない時でも,足の位置は,

足が しっか り上半身を支えれば当然姿勢 もよ くなる｡
見た感 じでは,腰 までが安定 して,腰か ら上が 自由に
動 くようにみえるであろう

｡

実は,右足で支えた重心､
があ り,それ以外の部分は,

既にペダルに近い距離に置 く習慣をつけたいものである｡
そう して,
.ピアノとの距離が確定 したところで, ピア
ノと一体化 させ る力が使えるようになるのである｡
足の位置が決 まると前に述べたように,体を自在に支
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たことで周囲に ｢緊張｣を呼ぶのである｡

えることができ始める｡
しか しそれ と同時に,ペダルの操作も行 っているため ,

この緊張を自然のままに開放できれば,｢
快感｣を得 ,

実は, この体の支えを意識す るどころではなくなるのが ,

｢共感｣ につ なげてい くことができる｡ このためには,

初歩の段階である｡

純粋 な元の ｢
感情｣以外の何 もい らない｡加えるべ きで

今回足の位置を確定 し,その効果 を検証 したが, これ
は, もちろんペ ダルを上手 く操作で きる上での更なる課
題である｡

ない｡それが,理想である｡
ピアニス トは, 自分の楽器を持 ち歩ける人は,世界で
も数人である｡普通は,演奏会場に置いてあるピアノで

ペ ダルが まだ未熟 な段階で重心を変化 させ ることを行
うと,ペ ダルの踏み方に影響が起 こり,結局何を してい
るかわか らないことになりかね ない｡

演奏 しなければな らない｡
手 と足の接点でいち早 くその場所のピアノの状態 に,
自分の体の状態を合わせ なければならない｡そういう宿

足の位置,特 に移動はペダルの奏法もある程度身につ
いてか ら行 うように したい｡

命である｡ 手 と足の接点を通 し,体を自在 に コン トロー
ルできなければ, ピアノの状態を探 ることなどできない｡
｢思 うように弾けなか った｣で終わ りである｡

お わ

この宿命を克服す るためにも,全身を意識 して,奏法

り に

を身につけたいものである｡そ してあらゆる場所の,あ

足の位置は,意外に意識 しに くく,適 当になっている

らゆる条件の下, さまざまの ピアノに接 して演奏の感覚

ものである｡ しか し,そのために,思 ったより効果が上

を身につけたいものである｡ これは,回数を こなす しか

が らない力加減を,余儀 な くさせ られていることも しば

身につかないものの一つである｡

しばあるのである｡

ここで一つ注意 したいことは, ピアノは,消耗品であ

より効果的に演奏の効果を出すのに,足の位置を意識

ることである｡大 きい か ら,小さいから即,音が大 きい

し,使いこなす ことは,曲の仕上げの段階で特に有効で

小 さいにつ なが らない｡小 さくてもよく鳴 る ピアノもあ

ある 足を意識す ることによ り,上半身 も意識 し直す こ

れば,大 きくても古 くて音の幅がっぶれていることもあ

とにつ なが り,表現の幅が倍増す るか らである｡

る｡一番 良い状態 を持続す ることは,メンテナ ンスのか

｡

足の意識 ‑下半身,腰の意識 ‑重心,腕の意識‑上半
身のバ ランスをいかに取 るかにより,体全身を使 う奏法
ができる｡

け方次第 なのである｡
とにか く自分の手と足で ピアノの状態を知 るしかない｡
状態を確信できれば,体を使 う範囲も自ず と決 まるので

｢感情｣による肉体の自然 な "
動 き"の要求を,全身
で ピアノに対 しバ ランスが取れた とき,｢感情｣そのも
のの音を純粋 に伝え られ るようになると考える｡

ある｡
こう して考えるとやは り,足を意識 して使え ることの
重要 さが,理解できることと思 う

｡

｢
動 き｣そのものが 自然 な音の形であるべ きなのであ
る｡

今回は,足の位置 とその効果を検証 したが,足でペ ダ
ルを使 うことを忘れてはいけない｡

体の ｢動 き｣ とそれか ら "
連想 され る昔"が ｢実際の

しか しペ ダルもまた簡単には説明できないものなので

音｣ と全て一致 した時, これ以上 ない 自然 な美 しい音が

ある｡ これについては, またペダルの使い方だけを取 り

生 まれ る｡

上げて検証すべ きと考える｡

もちろん ̀
̀
動 き"は,腕の力の中で加減できる場合,
ほとん ど見えないはず なので,指先だけのの小さな動き
まで見逃 さないっ もりで観察す ると ｢
動 き｣ と ｢音｣の
一体感が実感できるはずである｡
｢
感情｣
,｢
動 き｣は,また ｢緊張｣ と置きかえ られ る

｡

｢感情｣が起 こり, じっとできず ｢動 き｣始め,動い

