
1

緒言・目的

　ピアノ教育やピアノ演奏に関する研究は、楽曲分
析、楽譜のエディションや指使いに関する研究、バ

イエルやメトードローズなどの教育用教材に関する

研究など、対象を演奏者、学習者本人に向けたもの

より、対物的な研究に向けられる傾向がある。身体
的な面においては、演奏家が自らの経験に基づいた

練習法を書いたものが多く著されている。また、同様
に、演奏解釈を著したものも多い。これらは経験から

得られた貴重な資料である一方、それを読み参考に

する人の選択性にゆだねられ、万人に通用する要素
であるとは限らない。しかし近年、アレキサンダーテ

クニックなどを楽器演奏や声楽に応用した著書など、
ピアノを弾く身体面に関連する研究がされるようになっ

てきている。
　スポーツや運動競技の多くは、ウォームアップ（以
下Wu）とクールダウン（以下Cd）が体系的に行われ

ている。ピアノをはじめとする演奏行為もスポーツと

同じく身体運動の一つであるが、演奏行為における

WuとCdについては、演奏者自身の裁量にまかされ、
効果的とされる方法についてはあまり論じられていな

いように思われる。
　これらをふまえ、まずピアノを日常的に弾いている人
達は、WuとCdをどのように捉え実行しているのか現
状を把握したいと考えた。そこで、ピアノに触れる機
会の多い音楽大学のピアノ専攻生に、ピアノのWuと

Cdの実態調査のアンケート（資料1）を行った。

アンケート概要
対　　象	：		音楽大学のピアノ専攻生、及び卒業生

25名（男2女23）とした

内　　容：	ピアノ演奏と練習に関するWuとCdにつ

いて

統計処理：	 単純集計とした。
実施期間：	 2009年7月から9月に行った。

ピアノ演奏および練習についてのWuとCdの実施状
況と内容について、結果は以下の通りである。

ピアノにおけるウォームアップとクールダウン
―その意義の考察とピアノのクールダウンの効果についての予備調査―
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　実態調査を通じて、Wuを行うことが半数を超える

のに対し、Cdはあまり行われない傾向が見られた。
Wuの内容は「練習曲を弾く」が多い傾向が見られた。
　「練習曲」には演奏会用練習曲も存在することから、
楽曲との境は曖昧である。今回の調査では、実際に

演奏しようとする曲を弾くための導入、指ならしや技
術向上のために弾く曲を練習曲とし、原則としてアン

ケート回答者の基準に任せた。また今回は、Wuや

Cdとして、常時同じ楽曲を弾くことはそれほど多くはな

いと考えたため、具体的な練習曲は記入欄を設けた

が、楽曲は記入欄を設けなかった。その他のWuとし

て、ストレッチとマッサージ、ホットパックのピアノを

使用しない回答は少数であった。
　Cdは、「ストレッチ」、「ホットパック」、「マッサージ」
のいずれかまたは両方という回答が多くみられた。「練
習曲を弾く」、「楽曲を弾く」には回答者がいなかった。
Wuはピアノを使用する内容が多く、Cdはピアノを使
用しない内容の傾向が見られた。
　Cdを「しない」の理由は「必要ない、必要性を感
じない」が多くを占めていた（図3、4）。スポーツの

現役の選手および指導者を対象に行ったアンケー

ト（浅見,万木1984）1）には、試合後Cdを「必ず行
う」が32.6%、「行うときも行わない時もある」が22.1%、
「まったく行わない」が16.3%という結果が表れてい

る。スポーツ選手にとって、Cdは行うべきであるとい

う記述が書籍 2）、専門雑誌 3）等にみられるが、上記
調査においてはCdの意識はそれほど高くないように

思われる。ピアノにおいても実態調査の結果に表れ

たように、Wuの意識は高い傾向がみられるが、Cd
は必要ないと考えられているようである。
　そこで、本研究においては、①Wu、Cdの先行研究
より、ピアノのWuとCdの意義・展望の考察、②ピアノ

におけるCdの効果についての予備調査を行い、ピア

ノにおけるWuとCdの基礎資料を得て、この先、研究
を進めていく上での見通しを立てることを目的とした。

Ⅰ	 ピアノのWuとCdの意義・展望の考察

1.	 ピアノにおける先行研究
　ピアノとWu、ピアノとCdについての直接の先行研
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表1

練習曲名 数

F.Chopin/Etude 4

音階練習 2

J.S.Bach/ Das Wohltemperirte Clavier 1

C.L.Hanon/Le Pianiste Virtuosite en 
60exercises

1

リスト（作曲者名のみ） 1

その時により異なる等 3

回答無し 4
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多くみられた。過去、乳酸は筋肉疲労の原因物質と

認識されてきたが、現在では乳酸は疲労物質ではな

いという考え方が主流となっている11）。また、ピアノ

演奏・練習で乳酸値の計測は有効ではないように思
われる。なぜなら、乳酸値を計測する実験で行われ

るのは、全力疾走や負荷の高い運動であり、このよう

な無酸素運動でなければ、乳酸が蓄積されないと考
えられているからである。
　そこで、音楽大学のピアノ専攻生3人（19.7±0.2
歳）協力を得て、ピアノを弾くことでどのように心拍数
が変化するかを計測した。20分間、ピアノを自由に

弾いた後、10分間、全訳ハノンピアノ教本（C. L. 
Hanon/Le Pianiste Virtuosite en 60exercises）の第
1部（No.1-20）を繰り返し、できるかぎり速いテンポ

で弾くことを課題とした。結果、心拍数は安静時で

54.3±20.8bpm、ピアノを弾いた後で70±21bpmで、
ピアノは純粋有酸素運動の中に入ることが確認され、
乳酸は増えないと予測された。
　山本正嘉、山本利春（1993）11）の研究では、激
しい運動（自転車エルゴメーター）の後に、ストレッ

チング、スポーツマッサージ、軽運動、ホットパッ

ク、安静にするの条件別で血中乳酸の濃度を測定し

たところ、軽運動が最も有意に効果があったと報告し

ている。しかし、同研究では異なるスポーツや競技
運動においてはストレッチングやその他の処置につ

いても有効であるという先行研究も指摘している。これ

を裏付けるかのように、スポーツ競技の実践でも、Cd
はジョギングなどをすることを推奨していることが多い。
このCdをピアノを弾くことに置き換えることを、今回は

仮にピアノを弾くことの軽運動、つまり「その演奏者に

とっての平易な曲をゆっくり弾く」ということにし、検討
することとした。

3.	 ピアノのWuとCdの意義について
　WuとCdの意義は、青木純一郎（1993）12）による

とスポーツ選手のWuには、1.体温の上昇と生理学
的効果、2.傷害の予防、3.競技能力の向上があり、
Cdには、1運動筋の積極的な回復、2.酸素負債消
却の促進、3.めまい・吐き気・失神などの防止、4.過
喚起の防止、5遅発性の筋痛の防止があるとされて

究はほとんど存在しなかった。青柳（2001）4）は、ピ

アノのCdに注目し、実験を行い「ピアノ演奏後にスト

レッチングを行うと血圧の上下の幅は狭くなる。行わ

ないと広くなる」と述べ、子どものための簡易な教材を

作成している。この研究においては、Cdをストレッチ

ングだけに限定し、また血圧の上下の幅について数
値をとっているが、血圧の上下の幅がCdの効果に

ついてどう影響しているのかが言及されていない。
　
2.	 スポーツにおける先行研究、及びピアノへ
の適用の考察

　青柳（2001）4）と同様に、加賀谷ほか（2007）5）でも、
身体部位や実験方法はまったく違うものの、受動的ス

トレッチングを行ったときの血圧、血流量の有意な

減少を報告している。ストレッチングはWuとCdの両
方で実践される運動だが、ピアノのCdにストレッチ

ングは有効であるかどうかを検証するのは意義があ

るように思われる。一方、Wuのストレッチングにお

いては、緒方（2006）6）、川岡（2008）7）などの研究
で、Wuにおけるストレッチングの有無は、直後の競
技記録の向上につながらないと報告されている。しか

し、これらの研究は、どちらも比較的、大きな筋であ

る股関節周囲の筋肉を対象としている。ピアノ演奏
は、非常に細かい筋の収縮と弛緩によって行われる

ため、これらの研究が必ずしも適用できるとはかぎら

ない。酒井（1998）8）によると、ピアニストに基本的な

スケール（音階）を演奏させた場合は、指の根元の

第三関節にあたる中手指節関節（MP関節）が屈曲
してアーチ型の指を振りおろして打鍵しているという。
MP関節を可動させているのは、骨間筋と虫様筋で

あり、短い筋肉となっている。ストレッチングをピアノ

のWu、Cdとして行うことを想定した時、これまで演
奏家の為のストレッチングの代表的なものとしてはE. 
S. Rico（2003）9）（同訳（2006）	10））などがあった。こ

の著書は、様々な楽器について詳しく身体全体のト

レーニングやストレッチングについて言及している

が、多くは全身のストレッチングについて扱っており、
ピアノのためのこれらの筋肉を効果的にストレッチす

る方法を考案することが必要になる。
　Cdの効果に関して、乳酸値の計測による研究が
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いる。ピアノのWuにおいても、上記と同様であると考
えられる。実態調査のアンケートにおいても、Wuをす

ると弾きやすくなるからという回答が見られた。ピアノ

のCdにおいては、実践報告がないため、意義につ

いて論じることが難しい。酒井（1998）13）は、ピアニス

トが障害を起こすきっかけとなったテクニックとしてオ

クターブ奏法が多くを占め、多くは楽曲及び練習曲
の特定の部分の反復練習による筋痛だと報告してい

る。ピアニストの障害が筋痛によって引き起こされるも

のならば、1.運動筋の積極的な回復、5.遅発性の筋
痛の防止はピアノのCdとして該当すると予測すること

ができる。
　ピアノのWuについて、アンケート結果にWuの実
施が多い傾向が見られたことから、Wuは重要視され

ていると推測できる。今後は、Wuが有効となる時間
と運動量、Wuの方法に関する実践研究などが考えら

れる。ピアノのCdについて、効果や方法がほとんど

確立されていないため、基礎研究の積み重ねから進
めていくことが考えられる。

　実態調査でも手の筋、腱のトラブルを経験した人
が半数みられたため、WuとCdの効果が検証される

ならば、これらのトラブルに関してもなんらかの提言
をしていくことができるであろう。

Ⅱ	 ピアノにおけるCdの効果についての
予備調査

　ピアノのCdについて研究が少なく、その効果につ

いて未知数である。青柳（2001）4）の報告ではストレッ

チングの有効性について述べられ、Cdの実態調査
でもストレッチングやホットパックが多かったが、山
本正嘉、山本利春（1993）14）の研究では、Cdとして

最も有効とされるのは、軽運動であるという。今回の

Cdの効果の実験研究では、軽運動をCdとした場合
の効果の測定を行った。

被	験	者：	 音楽大学のピアノ専攻生、および卒業
生の女性8名A-H（21.6±10.6歳）とした。
被験者は全員、F.Chopin/valse op.64-
1“子犬のワルツ”を過去に練習、演奏し

たことがある。
実	験 	日：	 2009年9月18、21、22日　	AM	9：30-

11：30　
使用機材：	グランドピアノ（YAMAHA	C3）

MDポータブルウォークマン（MZ-R91）
ICレコーダー（SANYO	PS603RM）

実験使用曲：
F.Chopin/valse	op.64-1“子犬のワルツ”	（パデレ

フスキー版）（以下、子犬のワルツ）
「全訳ハノンピアノ教本」（C.L.Hanon/Le Pianiste 
Virtuosite en 60exercises）の第1部（No.1-20）（全
音楽譜出版社）（以下、ハノン）を使用した。

実験概要：

　子犬のワルツをCdの効果判定に使用し、ハノン

を主運動後の軽運動にあたるCdとした。各曲を採
択した理由は以下のとおりである。
　子犬のワルツは、全音ピアノピースにおいてラン

クCの中級クラスとされる楽曲であり、1.有名な曲
であり、多くの音大ピアノ専攻生が弾いたことがある  

2.無窮動の曲（常動曲）であり、繰り返し演奏すること

のテンポ・ルバート（「盗む（伊）」の意、曲の中での

テンポの伸び縮み）が起こりにくい  3.	無窮動であり、
ピアノのミスタッチが起こりやすい。以上3つの理由
で採択した。
　ハノンは、1.日本において一定の知名度を持つ練
習曲である  2.作曲者自身の「序」に「初見で時間を

失わずすぐひけますし、誰でもかなり速くひくことがで

きますので、指のためにはたいへんよい運動となりま

す」と書かれているように、容易に弾くことができる	3.実
験に使用した第1部は、同じ音型を繰り返しながら

上昇下降する機械的な曲である	 	4.	5本の指を平均

図7
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的に使用する。4つの理由から、ピアノにおいての軽
運動として最適と判断し採択した。

　被験者に対しての事前説明は、「ピアノのCdに関
する調査」のみとし、当日まで被験者に実験の内容は

伝えない。前日の20：00以降よりピアノに触れないこと

と、実験に影響を及ぼす飲酒等を禁止することを伝
えた。
　実験当日、被験者には目的意図をふせ、実験手
順のみを伝える。

1. 1時間、子犬のワルツを練習する。（譜めくり

の必要ない楽譜を用意し、演奏は、リピート有
り、ミスタッチしない程度に速く弾いてもらうこと

を伝える）

2. 練習直後、子犬のワルツを2回演奏し、その

演奏を録音する（a, bとする）。
3. A, B, C, D（統制群）の4名は、30分間イスに

座り安静状態にした後で、子犬のワルツを2
回録音する（c, dとする）。

4.		 E, F, G, H（実験群）の4名は15分間ハノンを

ゆっくりとM.M60-80程度で繰り返し弾いてか

ら、15分間イスに座り安静状態にした後で、
子犬のワルツを2回録音する（e,fとする）。

　すべての過程が終了した後で、どのような研究に

使用するかを説明した。

　録音より、各被験者の演奏のミスタッチの回数（音
が鳴らなかったものもミスタッチとして含める）、演奏
時間を計測する（演奏時間は最初の一音から最後の

左手の和音を弾いた瞬間まで）。各データはそれぞ

れabの平均値、cdの平均値、efの平均値を採用する。
　ミスタッチは、演奏しにくいために起こったり、演
奏者の集中度によって引き起こされる。これらを混同
して集計しても、ミスタッチを引き起こした原因が筋
肉の使い方であることを証明できるわけではない。し

かし、同一の被験者での前後の経過を見ることから、
原因を特定することはできないが、Cdの影響そのもの

は見ることができるように思われる。ミスタッチの原因
が、演奏のしにくさ、集中度、筋肉の使い方のいず

れであるかについては今回は問わないこととする。

結果及び考察

　子犬のワルツの演奏時間に関しては、被験者個々
の差は表れているが、一人ずつのピアノを弾いた直
後、30分後を比較すると差は9秒以内にとどまってい

る。
　子犬のワルツの演奏時間には、差を見出すことは

できないようである。このことから考えられることは2つあ

る。ピアノ練習のCdが効果を為さないことと、被験者
にとっての理想とする演奏のモデルがCdの効果を打
ち消すほど強固であり数値として表れなかったというこ

とである。ピアニストは、一つの楽曲を演奏するまで

に、何百回と練習することが普通である。それによって

譜例1

譜例2
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自ずと理想とする演奏のモデルが形成されていく。今
回、子犬のワルツの演奏時間に、差が見られなかっ

たのは、Cdの効果の有無ではなく、被験者の理想と

する演奏のモデルの影響であると考えられる。

　子犬のワルツのミスタッチの回数のグラフに関し

ては、音の鳴らない箇所も含めたミスタッチが4回以
内にとどまっている。
　子犬のワルツのミスタッチに関しては、統制群の

4名中3名がミスタッチが増え、実験群では4名中2
名がミスタッチが増えていた。両群とも平均して、練
習した直後よりも安静時以降の演奏の方がミスタッチ

が増えている。

　平均値におけるミスタッチの増加率は、統制群が

250%、実験群が129%となり、統制群の方がミスタッ

チの増加の幅が多い傾向が見られた。今回の実験
では、演奏時間とミスタッチの回数の両方を一つの

実験の中で計測したため、結果からピアノにおける

Cdの効果について言及することはできないが、被験
者の多くはほぼ同じ演奏時間で子犬のワルツを演奏
していたため、ピアノにおけるCdとしての軽運動の

効果の有効性が認められるかもしれないと推測が成り

立つ。

結論

　本研究においては、1.Wu、Cdの先行研究より、
ピアノのWuとCdの意義・展望の考察		2.ピアノにお

けるCdの効果についての予備調査を行い、ピアノに

おけるWuとCdの基礎資料を得て、この先、研究を

進めていく上での見通しを立てることを目的とした。そ

の結果、以下のことが結論として得られた。

1.		ピアノのWuの意義は、スポーツと同様に①
体温の上昇と生理学的効果、②傷害の予防、
③競技能力の向上があると推測される。ピアノ

のCdの意義は、①運動筋の積極的な回復、
②遅発性の筋痛の防止があると推測される。

2. ピアノのWuは、アンケート調査より実施され

ているようであったが、Wuが有効となる時間
と運動量、Wuの方法などについて今後研究
を進めていくことが考えられる。ピアノのCdは、
効果や方法がほとんど確立されていないため、
基礎研究の積み重ねから進めていくことが考え

られる。
3.		 実験研究から、ピアノにおけるCdとしての軽

運動の効果の有効性が認められるかもしれな

いと推測が成り立った。

まとめ

　これまで、ピアノを弾く行為の研究は練習しようとす

る曲が対象とされてきた。そのため、その前後のWu

図9

表2

統制群
（A, B, C, D）

実験群
（E, F, G, H）

練習直後 1.0 ± 0.7 回 0.875 ± 1.5 回

30分後 2.5 ± 1.5 回 1.125 ± 1.3 回

図8
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とCdについてはあまり論じられてきていなかった。今
回はCdの効果について、実証を試みたので、今後、
Wuについても効果の有無を確かめることや、Cdにつ

いて、さらに精度や研究方法の精度を高め、研究を

進めていく必要を感じた。
参考文献
1）	 浅見俊雄、万木良平（1984）「ウォーミングアッ

プとクーリングダウンに関するアンケート調査」
日本体育協会スポーツ科学報告，pp.51-73

2）	 山本利春（2004）「知的アスリートのためのス

ポーツコンディション」山海堂　pp.202-203
3）	 菅野淳（2007）「クールダウンとリカバリー」ト

レーニングジャーナル2007.1，pp.43-45　
4）	 青柳麻紀（2001）「ピアノ演奏後のストレッチン

グ〜子どものためのストレッチングテキスト〜」
国立音楽大学音楽教育専攻卒業論文

5）	 加賀谷淳子ほか（2007）「受動的ストレッチング

による末梢動脈と静脈の血流変化」体力科学56
（6），p.648

6）	 緒方博紀、山本利春、林淳吉（2006）「ウォー

ミングアップ時のストレッチングの方法がパ

フォーマンスに与える影響」体力科學55（5），
p.545

7）	 川岡臣昭（2008）「ウォームアップにおけるスト

レッチングの違いが反復横とびおよび15mス

プリントに及ぼす影響」川崎医療福祉学会誌
17-2，pp.445-448

8）	 酒井直隆「ムジカノーヴァ叢書22	ピアニストの

手〜障害とピアノ奏法」（ムジカノーヴァ）p.31
9）	 Esther Sarda Rico (2003) En forma：ejercicios 

para musicos
10）	エステル・サルダ・リコ（訳：八重樫克彦、八

重樫由貴子）（2006）音楽家のための身体コン

ディショニング

11）	八田秀雄（2007）乳酸〜「運動」「健康」「疲労」
との関係は?，講談社，p.74

12）	山本正嘉、山本利春（1992）「ストレッチング、
スポーツマッサージ、ホットパック、軽運動が

血中乳酸および作業能力の回復に及ぼす効
果」体力科学41（6），p.662

13）	青木純一郎（1993）「ウォームアップ、クールダ

ウンの意義」日本体育学会大会号44a，p.79
14）	酒井直隆（1998）「ムジカノーヴァ叢書22	ピ

アニストの手〜障害とピアノ奏法」（ムジカノー

ヴァ）p.93
15）	山本正嘉、山本利春（1993）「激運動後のスト

レッチング、スポーツマッサージ、軽運動、ホッ

トパックが疲労回復におよぼす効果―作業
能力および血中乳酸の回復を指標として―」
体力科学42，pp.82-92



8



9


