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ピアノ基礎技法
〜 ペダルの使い方 〜
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ペ ダルは,足がペ ダルに足 りるようになった ら,早いうちに経験を積み重ね る方が望 ま しい｡ なぜ なら,ペ ダルを使
用す ることにより,音が長 く保持されて響 きが変化 して しまうか らである.イメージに合 う響きを作るのに,ペ ダルを
使 う時 と使わ ないときでは,指のタ ッチを微妙に変えなければなくなる｡最終的に,ペダルは,必要 なだけ無意識 に使
用す るのが理想である｡

は

ピアノでも 3種類付け られている｡ しか しどち らで も,

じ め に

2種類 しか付け られていないこともある｡

ピアノのペダルは,以外に工夫されずに踏 まれている
ことが多い｡ ソナチネアルバム位に進んでも,ペダルだ
けは,一曲の中で使用す る頻度も少なく,経験年数が浅

3種頬のペ ダルがっいている場合か ら説明 しよう｡
グラン ドピアノで,ペダルが 3本の場合,次のような
ペダルの種類になっている｡

くなるか らかも しれ ない｡せ っか く踏んでいるのに, ピ

右ペダルは,名称を "ダンパーペダル" と言う｡

アノをより効果的に演奏 し易 くなるはずが,濁音になっ

左ペ ダルは,名称を ̀
̀
ソフ トペダル" と言 う｡

たままであることも しば しばである｡ そのようにならな

中央ペダルは,名称を ̀
̀
ソステヌー トペダル" と言う

いためにも,注意深 く "
踏む"意識が必要である そ し

それぞれ,次のような 目的で使われ る｡右ペ ダル‑ダ

て,演奏 している意識 とペダルが一体化す るためにも,

ンパーペダルは,その名のとお り,踏む と, ピアノの弦

技術習得のなるべ く早い時期か らペダルの経験をす るこ

の上に接 しているダンパーを持 ち上げることで,弦の振

とを薦めたい｡

動を妨げず,音を長 く響かせ る役 目をす る｡

｡

｡

ここでは,ペ ダルへの足の準備の仕方か ら踏み方,ペ

左ペ ダル‑ソフ トペダルは,弱音ペダルである｡弦の

ダルの種額,ペ ダルのタイ ミングについて初級の段階か

下か ら弦を打つハ ンマーの位置を,数 ミリ右へず らし,

ら身につけたいことを中心に,考察 してい く

ハ ンマーが弦に接す る面 を少なく変えて,物理的に弱音

｡

にす る｡
くペダルの種類〉
ペダルの種類は, グラン ドピアノでも,ア ップライ ト

中央ペダルエソステヌー トペダルは,一回の打鍵の音
で使 った音のダンパーだけを持ち上げたまま,音を残す｡
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それ以外の ダンパーを持 ち上げ ないという特殊 な使い方

の幅)に瞳が位置 して, 自分か ら見 ると逆 "
ハ"の字の

をす る｡例えば,低音 を残 し,指はもちろんその昔か ら

ように構 え られているはずである｡ペ ダルをまった く使

離れても音 は,持続 されていて,その上に どんな音を重

わないとわか っている曲以外は,通常,右ペ ダルに右足

ねても濁 らせ ない必要がある時, このペ ダルを使 う｡ 尚,

を乗せている状態で, ピアノ向か って座 っている｡

この後か ら加えた音 に,新たに,右のダンパーペ ダルを

左足は,足先が左ペ ダルにす ぐ届 く位置で, しっか り

付ける可能性はあるので, ソステヌー トペ ダルは,左足

床を踏み しめているようにす る｡ ソフ トペ ダルは,一曲

で踏む｡

の中で数回位 しか使用 しないことが多いので,常に足先

次に,ア ップライ トピアノについて述べ る｡

をかけてお く必要はない｡ また,そうす ると,いっ も,

ア ップライ トピアノで,ペ ダルが 3本の場合は, また

両瞳 しか床 に按 していない ことになり不安定 な感 じにな

違 うペ ダルになる｡
右ペ ダルは,̀
̀
ダンパーペ ダル"
｡

る｡左足 は,使用す る以外 のときは,床に足先を下ろ し
てお くことが大切である｡

左ペ ダルは,̀
̀
ソフ トペ ダル"
｡

左右の足先の位置は,つ まり,逆 ̀
̀
ハ" の字で右足が

中央ペ ダルは,"防音ペ ダル"
｡

前に出て右足先がペダルにかか っている状態で構えると

ア ップライ トピアノの中央ペ ダルは,特殊 なペ ダルであ

いうことになる｡

る｡ なぜ な ら, ア ップライ トピアノは,本来,家庭の中

では, もっと細かい注意点を述べ る｡

での演奏楽器であ り, コンサー トホー ルでの演奏を 目的

右足のペ ダルへの置 き方であるが, どのような接点を

と して作 られ ていない｡そのため,防音室を作 る代わ り

持てばよいのだろうか ?

に音 をできるだけ消音 しなければ,練習ができない場合

足の 1指 (
親指)
, 2指 (
人差 し指)
, 3指 (
中指) まで

にのみ使用す る,特殊 なペダルを付けている｡ もちろん ,

がペダルに乗せ られているくらいで充分であると考える｡

演奏のために, この中央ペ ダルを使用す ることはないの

他の 4指 5指は,添え られ ている感 じである｡ また,描

である｡

先だけではペ ダルは重いので,足の指の付け根 までが乗

では次に, 2種類のペダルがっいている場合の説明を
しよう

｡

せ られている方が,ペ ダルを楽に踏む ことができる｡ こ
れが基本の構えと考える｡

2種類の,ペ ダル しかない,ア ップライ トピアノや,

ペ ダルが重いなら,足の裏の真ん中 くらいまで,足を

グラン ドピアノは, ダンパーペ ダルとソフ トペ ダルをつ

乗せた方がペ ダルを軽 く感 じるのではと思われ るか も し

けているのが普通である｡

れない｡ しか し,土踏 まず に近いほ ど足先 を動かす感覚

演奏 され る中で,一番使われ るのが, ダンパーペ ダル
である｡ペ ダルの使用法は, 9割が このペ ダルの使用法

は離れ,動 きが鈍 くなる｡そのため,細かいペ ダルは,
踏めない状態になるので,不都合である｡

を身につけることで,終わ ると考えてよい｡ ソフ トペ ダ

細かいペ ダルが必要 な ら,足の指だけで した方が良い

ルも使えると, よ り表現の幅が広が るが, これを使用す

のではと, また思われ るか も しれ ないが, これ もあまり

るような曲は,上級 にならなければ経験 しない かも しれ

長時間行 うと,足の筋 を痛めかね ないほ ど意外 とペ ダル

ない｡ ソステヌー トペダルになるともっと出番が少 なく,

8鍵盤のダンパーを一度に
は重い (ダンパーペダルは,8

使用す る曲が限 られ て くるので,演奏の 目的意識がよほ

持ち上げ る役 目を している)ので,随分負担 になる

どは っき りなければ,使用できないものである｡

｡

以上のような考えか らまとめると,ペダルの重 さに耐
え られ,更に長時間の使用 にも耐え られ, また,細かい

くペ ダルに乗せ る足の置 き方〉
ペ ダルの種類がわか ったところで,ペ ダルに乗せ る足
の置 き方を考えたい｡
足の構えの位置か ら述べ ることに しよう｡両足は,ペ
ダルの幅 (2本ペ ダルならその幅, 3本ペ ダルなら両脇

ペダルの使用を感 じ取れ る構 えは,先に述べたように,
"
足の指先 と,付け根 を少 し乗せ る状態で構 える"のが
一番望 ま しいと考えるのである｡
左ペ ダル も,使用す るときは,右ペダル と同 じように
構えると良い｡
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"
静かに踏む"ための確認の仕方を,述べよう

〈ペダルの踏み方〉

｡

足をペダルに乗せ て,いよいよペダルを踏む場合 どの

まず,右ペ ダルに足を置 き,最小限のペ ダルを動かす
力で,ペダルを踏み込むと,少 し踏んだところ (
約 5ミ

ような注意が必要であろうか ?
結論か ら述べ ると,̀
̀
静かに踏む こと"が大切である｡

リ)で,急に重 く感 じる所があるのがわかるはずである｡

音楽を演奏 しているのだか ら,踏んでいる音は,できる

この部分か らが,いよいよダンパーを持 ち上げ るための

だけ静かな方が良い｡いっ踏んだかわか らない くらい静

踏み込み なのである｡そのため,物理的には っき り重 さ

かに踏む ことを心掛ける｡

を感 じることになる｡

では, どのように踏めば静かに踏む ことができるだろ

更に踏み込んで, ダンパーが弦か ら完全に離れた とこ

う ｡

ろで,一応全部の鍵盤が開放弦になったことになる｡ こ

これは,ペダルの構造を理解す ることが必要になる｡右

れで,充分なようであるが,ペダルをもう少 し深 く踏み

ペ ダル‑ダンパーペダルは,前述のように,踏むとピア

込み, ダンパーを更に上に持ち上げることがで きる｡

ノの弦の上に接 しているダンパーを持ち上げ,音 を長 く
響かせ る役 目をす る｡

この上下 の,効果 と しては,何 もない か も しれ ない
"
遊びの部分"は,何をす るためのものか｡

ダンパーを持ち上げるということは,足を踏むのをや

先ほ どか ら述べているように, この部分に到達 した こ

めると,また弦の上に降 りてきて弦の振動を止める役 目

とが判断できた ら,足先の動 きを止めることが確実にで

もあるわけである｡

きれば,ペダルを "
静かに踏む" ことが,可能 になるの

この,ダンパーの上下運動の際,一番出やすい雑音は,

である｡

という音で

想像 していただきたい｡足をペダルが上下動 く範囲の

ある｡ これは, ダンパーが弦に衝撃的に降 りてきた音で

ぎりぎりまで動かさなければ,保持音や,消音 をで きな

ある｡ どんなに瞬時に響 きを切 る時でも,雑音は,最小

いとす ると,ペ ダルを底 まで踏み込んだ時の鈍 い 音や,

限であるべきである｡音が鳴るのは,いっ ダンパーが弦

上 まで上げたときのダンパーの 自然落下の音は,速 い速

に接す るかが意識され ないまま,単にペ ダルを踏むのを

度では,静かに踏みかえることは,不可能 といえる｡踏

止めたためダンパーがほぼ 自然落下 して しまった結果で

み替えを遠 くす るほ どに,上下に激突す る音が,耳障 り

ある｡

になるに違いない｡時 々ペ ダルをカタカタ鳴 らさないと

ペ ダルを踏むのを止めた ときの,̀
̀
ヵタゾ

では,静かに踏む コツは,い ったいどう した らよいの

踏めないようになっている人がいるが,む しろ凡帳面 に

であろう｡ これは,ペ ダルの部分だけを更に細か く理解

上か ら下 まで踏みす ぎている人である｡ しかも,そのよ

す る必要がある｡ ここで, これか ら述べ ることは, グラ

うな人ほ ど,更に,ペダルを上まで上げたあと,足先の

ン ドピアノで是非試 してもらいたいことである｡ ピアノ

勢いが余 って,ペダルより上に足先が浮いて離れている

の構造が違 うため,ア ップライ トピアノのペダルの重 さ

場合が多いのである｡ こうなると,再びペ ダルに足 を置

は,段階を感 じに くくなっているためである｡

くための音 も追加 され,耳障 りな雑音が倍増す る｡

それは,ペダルの深さに含まれる "
遊びの部分"を知 っ

上まで上げなくても,音を切 ることができ,下 まで踏

てお くことである｡ 車のアクセルに,"
遊びの部分"が

み込 まなくても開放弦になることがわかれば,ペ ダルの

あるように,実は, ピアノのペダルにも "
遊びの部分"

踏み方は,深さの真ん中の部分を上下す る動 きで良いこ

(
‑まだ機能が効か ないのに動 く部分)が含 まれている

とに気が付 くのである｡

のである｡

ペ ダルを踏んで,音 の響 きを多 く残す場合 も,下 の

"
遊びの部分"は,ペ ダルの深 さの上下 に作 られてい

"
遊びの部分" までふんわ りと入 って足先を止め,音 を

るもので, これがないペダルは,欠陥ペ ダルと言える｡

切 る場合は,上の "
遊びの部分"に, またス ッと入 った

では,なぜ,"
遊びの部分"が必要 なのだろう｡

位置で止めれば,"静かに踏む"ペ ダルは,上手にで き

実は, この部分のおかげで,"
静かにペ ダルを踏む こ

るはず なのである｡

ど'ができるのである｡

左のソフ トペダルも同 じように,鍵盤を動かす重 さを
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感 じることができる し,最初に遊びが少 し含 まれ る｡
中央のソステヌー トペ ダルは, ダンパーの状態を維持

よほどの特殊な効果を狙 う以外,考え られ ない｡よって,
"あとあげ '"同時あげ 'を意識 して行 うことになる｡

す る役割で切 り替えを行 うだけなので,物理的な,重 さ

左ペ ダル‑ソフ トペ ダルの場合は,"前あげ 'のみ可

の段階の変化は,感 じに くい｡ これは,底 まできちんと

前ふみ" の理 由と同 じく,機会的に鍵盤 と
能である｡ "

踏む意識がなければ,かえ って切 り替えができず,保持

ハ ンマーの位置が,元の位置にもどらないと音が弱音の

者をす ることができないことがある｡あまり,速い曲で

ままになって しまうか らである｡

は,使いきれ ない｡ なぜ なら,深 く踏めば上下運動の時

中央ペ ダル‑ソステヌー トペダルの場合は,"あとあ

間がかかるので,早い切 り替えには,対応できなくなる

げ 'しかできない｡ とっくに鍵盤は,打鍵 された後,描

のである｡そういうことで,使われ る曲が限 られやすい｡

か ら離れていて,指は,他の部分を弾いているのに,普
だけは,ペダルの効果で残 っているだけなので, これ し

く音 とペダルのタイミング〉

かあ り得 ない｡

ペ ダルを踏む ことが,̀
̀
静かに"行われ るようになっ
た ら,音に対 していったいいっ踏み込んだ ら良いのかが ,

〈タイ ミングの選び方〉

3種類のタイ ミングで,ペダルを踏む必要があること

意識できなければならない｡
種類が
ペ ダルを踏む タイ ミングには,大 き く分けて3
ある｡

がわか ったところで, もう一歩進んで考えたい｡その 3
種類の踏み方のどれを選ぶかは,同 じ曲でも,その人の

"あとふみ"̀
̀
前ふみ""同時ふみ"の 3種類である｡

音楽のイメージの作 り方でさまざまである

では,3
本のペ ダルを全部 このように踏むか というと

のような効果を狙 うための踏み方かは,ある程度決まる

踏んでも意味のない踏み方がある｡それぞれ,使える踏

ので,音のイメージに合わせて,踏み方を選ぶ 目安にな

み方を整理 してお く｡

ると考える｡

｡

しか し, ど

右ペダル‑ダンパーペダルの場合は, この 3種類を工
夫 して使 うことができる｡一曲の どの部分で どのような

まず,̀
̀
あとふみ"について,述べよう｡

使い方をす るかは,大 きくイメージを変化させ る鍵 とな

ペダルが,上手に踏 まれているか どうかは, まず,音

る｡

を濁 らせ ないで踏めるか どうかが問題である｡ これが,

左ペ ダル‑ソフ トペ ダルの場合は,̀
̀
前ふみ" しかあ

最初の注意点である｡ これが一番わか るのが,"あとふ

り得 ない｡機械的に,鍵盤 とハ ンマーを動かすので動い

み"である｡すべての踏み方の中で,一番多 く選んで踏

た後でないと,音が変化 しないか らである｡

むのも,"あとふみ"である｡ 初めにこれ を確実に習得

中央ペダルエソステヌー トペ ダルの場合は,前に踏ん

す ることが,大切である｡

で待 っていても,踏んだ直後か ら音には関与 しないので ,

"あとふみ"は, どのような場合に,使 うのだろう｡

まった く用を成さない｡̀
̀
あとふみ"または,"同時ふみ"

主に,伴奏の和音を持続す るために,使われ ることが

なら,効果を発揮す ることになる｡

3本のペダルのそれぞれの踏み方は,理解できたこと
と思う｡
実は,忘れてはいけないのが,ペダルの止め方である｡

多い｡ ピアノは,一人で二役,つまり,メロデ ィ‑を右
手で奏で なが ら左手で伴奏 も行 う楽器である｡左手だけ
での伴奏では,初めの伴奏和音の基盤になる低音の音か
ら手の指が完全に離れ ないと次の音を弾けないという例

ペダルをいっ止めてあげるかも,意識 しなければいけな

が,多 く出てくる｡ この場合,必ずペダルの "
あとふみ"

い｡

を使 うことになる｡低音の和音,または,一昔に対 して

前あげ '
一応 これ も 3種類考え られ る｡"あとあげ '"
"同時あげ 'である｡
右ペ ダル‑ダンパーペ ダルの場合は,"
前あげ" は,
不可能である｡音の響きの最後だけ突然切れ ることは,

｢
音が出た後ペダルを踏む タイ ミング｣の "
あとふみ"
を し,次に,和音が変わ るまでをペダルでつなぐのであ

る

｡

この,左の低音を "
あとふみ'
'でペダルに入れ始める
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とき,̀
̀
あとふみ"が,低音 に対 して, 同 じタイ ミング

残 っていなければな らないことになる｡それが正 しいの

で入 るように,気をつけるのであるが, これが守れても

である｡

何箇所かペ ダルが濁 る場合がある｡

そういうことで, このメロデ ィーの一瞬の重 なりの長

どう してだろう｡

さによ り,ペ ダルの "
あと長､
み" の成功,失敗 も影響 さ

実は,濁 りの原因は,低音の音ばか りとは,限 らず,

れ るのである｡ この レガー トのための音の重 なりを避け

高音の

メロデ ィーのペ ダル切 り替え部分の入 り方のせ

て,前の音が消え,次の音 になった途端 "
あとふみ" を

いで起 こることもあるのである｡ この場合は,特別に,

行 うと,完全に,濁 らない響 きを守 ることができるので

"あとふみ" を更に微妙に遅 くず らさな くてはいけない｡

ある｡

低音は,聞いていても,高音は,関係 な く自由に弾い

更にこのとき,注意すべ きは,高音 の重 なりが取れた

ているとそのようなことが起 こるので濁 った時,ペ ダル

時 にペ ダルを踏んだものの,一番大切 な低音か らすでに

のタイ ミングをず らす必要がある場所だ と認識す ること

左手が離れていて,ペ ダルに入 らなか った'
tいうことに

が,必要である｡ この場合は,濁 りの原因を作 っている

な らないよう気をっけ ることなのであるOペ ダルに確実

高音の音が,次の音にに変わ ったことを耳で確認 した後 ,

に入れ なければな らない最初の低音 の音は,高音 のメロ

即座にペダルを踏みなおす ことになる｡他の "
あとふみ"

デ ィーの重 なりが なくなり,その直後ペ ダルを踏む こと

のペダルよ りは,やや遅めに入 る "
あとふみ'
'の場所 に

ができた瞬間 まで,意識 して長めに,持 っておか なけれ

なる｡

ば ならない｡ これで,メロデ ィーの変化 も考慮 した "
遅

"あとふみ"ができた ら,"あとあげ 'を どこです るか

めのあとふみ"が,確実に成功す るのである｡

が問題になる｡和音に合わせて踏むのであるが,メロディー

和声的 な響 きを豊かにす る場合,分散和音 をまとめて

の経過音が多す ぎると,同 じ和音で も早 く濁 る場合 もあ

響かせ る場合,"あとふみ"は, とても有効 なのである｡

り,踏み替えを したほうが良い場合 もある｡

ただ,｢音の出た後ペ ダルを上げ る｣"あとあげ 'の位

また,̀
̀
あ とあげ 'は,次の "あとふみ" に入 る直前

置によって,次に,ペ ダルを踏む場所 まで,時間が空 く

で行 うのが,一番規則正 しく "
あとふみ"を成功 させ る

と "
あとふみ"の タイ ミングを待 ちきれず "
同時ふみ"

が,先 ほ どか ら述べ てい るように,濁 りがで きた場 合

になり易 くなるので,いっ も ｢
音が出た後ペダルを踏む｣

"
あとあげ 'が早 くなり,足先を動かす感覚が不規則 に
なり,その結果限 りなく "
同時ふみ" に近 くなり,濁 る

̀
̀
あとふみ" の タイ ミングを揃 え るよう心掛け ることが
大切である｡

ということも多々ある｡
繰 り返 し述べ るが,"あとふみを"すべ き場所で,"同

次に "
同時ふみ" について,述べ よう｡

時ふみ"をす ると,必ず踏んだ場所 の前の音 をいれ るこ

̀
̀
同時ふみ" を使 う場所 は,比較的わか りやす い｡ な

とになり,前の音が,新 しいペ ダル部分の和音に含 まれ

ぜ なら,前述 したようにやた らに使 うと音が濁 りやす い

る音 なら,重音 になるだけで済むが,和音 に含 まれ ない

ので,絶対 に濁 らないとわか っているところで しか使え

音だとは っきり濁 りと して残 り,雑音 と して聞 こえるこ

ないか らである｡

とになるのである｡
ここで, ペ ダルをスムーズにす るために思い出さなけ
ればいけないことがある｡それは, ピアノの レガー ト奏
法のことである｡

つ ま り,｢休符 ｣｢ス タカー

ト｣｢フ レーズの切れ 目｣

な どで,"同時ふみ" のペ ダルの前の音が ない場合で な
いと,使えないということなのである｡
"同時ふみ" は, アクセ ン ト的 に短 い音 に,毎回つ け

ピアノの レガー トは,次の音 に移 るとき前の音 を持続

ることも有効で, ピア ノの鋭 い切れ味を少 し和 らげ,紘

したまま打鍵 し,一瞬音 を重ねた後前の音を離す という

の切 り方のような雰囲気を出す ことができる｡ これは,

奏法が正 しい｡｢一瞬音を重ね る｣必要が ピアノの レガー

一昔 に対 して,"同時ふみ" を行 い "
あとあげ 'をす る

ト奏法にあ るのである｡ メロデ ィーだけ取 ってみ ると次

結果,余韻がっいて,弦 の柔 らかさを表現できることに

の音 に レガー トで入 るときは, このように一瞬前の音が

なるのである｡ もちろん, この ̀
̀
あとあげ 'も限 りな く
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"
同時あげ"に近 くペ ダルをあげることもできる｡その
場合は,金管楽器のような,直線的な,切れ味の良い切

̀
̀
前ふみ" は,何 も音がないところなので,落 ち着 い
て静かに底 まで踏み込める速 さでよい｡

り方になるであろう｡
メロデ ィーがスタカー トであった り,低音が,オクター
ブで毎回切 った方が良い場所 などは,曲の中でも限 られ
ているので,比較的場所 を決定 しやす いのが,"同時ふ
み"のペダルであると言える｡

ペダルの止め方 も踏み方 と同 じように意識 して速度を
考えることが望 ま しい｡
"あとあげ 'が一番ゆっくりあげ る時間を要す る｡ こ
のあげ方で,音楽の雰囲気が決 まることもしば しばある｡
そういう意識でイメ‑ジに合 う響きの減 らし方を考え,

"
前ふみ" について,述べ る｡

ペダルを最終的にあげる場所 を,決定す る｡

これ こそ,特殊 な踏み方になる｡"
前ふみ"が有効 な

̀
̀
同時あげ 'は,鋭い切 り方 なので, もちろん最高速

場所 は,̀
̀
前ふみ" をす る問,音が ないことが条件であ

度で,ペダルを止める｡ しか し,ペ ダルが上に上が った

る｡つまり,曲の最初が強い音で, しっか り響かせ るこ

とき,｢カタン｣ とダンパーの音が しないように, ダン

とが必要 な場合, または,曲の変わ り目で,前ふみの条

パーが弦に接 した位置で,ペダルの足先の位置を止める

件が整い,やは り,全開放弦の響 きを必要 とす る場合で

意識が必要である｡

ある｡
全開放弦でペダルを底 まで踏み込んだ状態で,強音を
打鍵す ると,最大限の響 きを引き出す事ができる｡ これ
は,̀
̀
あとふみ" と比べ ると良くわかる｡

̀
̀
前あげ 'は,｢音が切れていないのにペダルを上げる｣
ことであるが,普通は,あ りえない｡ しか し,特殊 な例
と して,最低音の保持のための奏法を紹介 してお く｡
̀
̀
あとふみ"で保持された最低音を余韻を残 しなが ら,

物理的に, ピアノの音は,打鍵の後減衰する構造になっ

高音 メロデ ィー部分が,変化す るので,ペダルを何度か

ている｡一度出た音をまった く修正す ることができない

踏みかえる必要がある場合でも,最速で,ペダルを踏み

楽器である｡ 特に大 きくす ることができないのが,特徴

かえると,最低音は少 し残 り,高音は残 らず,濁 らない

であ り,欠点でもある｡

で済む場合がある｡ これが,特殊であるが,"
前あげ '

つまり,打鍵された瞬間の音が最大限の音なのである｡

の例と言えよう｡

これを,余す ところなく,失敗 なく響かせ るには, ダン
パーを最 も高い位置まで上げて開放弦に しておいた状態
で,その昔を鳴 らすのが,共鳴も含めて,最も理想的な,
失敗のない ̀
̀
前ふみ"ペダルの用意 なのである｡

お わ

り に

ここでは,ペダルの踏み方を,少なくとも初級か ら中
級の段階ですでに注意 してもらいたいことを中心に,逮

く足の感覚〉
音 とペダルのタイ ミングは,上記の考え方で整 ってい
くものと考える｡
ここで, もうひとつ,｢ペ ダルを踏む速度｣のことを
述べておきたい｡
"あとふみ"の場合,一番心がけたいのが,ゆ っくり
踏む ことができるか どうかである｡ これができることに
より,ペダルの響きが 自然に増す感 じができるのである｡

べてきた｡ペダルの使い方は,更に実際の演奏に役立て
るためには, さまざまの考慮す る点がある｡それについ
ては,又,次回述べたいと考えている｡
ここで述べた細かな注意は,本来耳で確認すれば済む
ことなのだが,意外 とできていない｡耳で聞いたうえで
の確認は,個人差がある上に,好み も働 く｡気分によっ
ても響かせ方が変わ って しまう｡ 不安定極 まりない｡
しかも,ペダルの操作は,実は, 1秒以内の中の判断

"同時ふみ" の場合は,比較的速 く踏む ことが必要で

力を要 し,よほ ど注意深 くしなければいっも確実にペ ダ

ある｡指が鍵盤を押 さえるタ ッチの速さと同 じにペダル

ルを使えるか どうかは,なかなか身に付かないものなの

を効かせ るわけなので,遅いと ̀
̀
あとふみ"になって し

である｡また,演奏の機会があるごとに,実際に演奏す

まうか らである｡

るピアノが,すべて違 う個 々の楽器であるので,ペ ダル
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の感 じも若干違 う｡
色々な,不安定 な要素を持 っても,より確実にペ ダル
を処理するために,普段か ら,注意深 く ｢
音が出る瞬間｣
と ｢ペダルを踏む意識｣｢ペ ダルを上げ る意識｣の三つ
を,一体化 させて,成功の体験を重ねてお くことが,大
切である｡

