
第２章　ディスポキネシス実践手法の概要

本章では、第３章で行う弦楽器演奏に関わる試行の基盤となるディスポキネシスの具体
的な実践手法を、①演奏姿勢の誘発　②弦楽器の基本奏法習得に微細運動誘発を援用する
試み─　の観点から紹介する。

1. 演奏姿勢の誘発

1.1 姿勢と動きのエクササイズ
楽器演奏に関係するステレオタイプは、その特定の楽器演奏との結びつきが非常に強い。

そのため演奏しながら新鮮な感覚を誘発することが難しい場合が多い。そこでクラースホ
ルストは、学習者が演奏行為に調和する身体感覚を、楽器と離れた状態で獲得するために
姿勢と動きのエクササイズ（図2-1）と呼ばれるエクササイズを編み出した。

姿勢と動きのエクササイズ（以下、エクササイズ、または背臥位姿勢のエクササイズ等
と呼ぶ）は、５つの基本姿勢──背臥位・四つ足位・あぐら座位・イス座位・壁面立位─
─と、その姿勢から派生するいくつかの四肢の簡単な運動パターンの組み合わせから構成
されている。これらの基本姿勢は、人間の小児期における運動機能が、年齢とともに秩序
ある系列に従って成長するという原則に基づいている1。全てのエクササイズは下腹部張力
の感覚に関連づけられており、立位に至る過程の身体感覚を再認識することで、姿勢と動
きのステレオタイプを解消し、演奏行為における自由な運動感覚の基礎を築くことを目的
とする。

図2-1はエクササイズの構成・目的・方法等を大まかに示したものである。本論では、
エクササイズの番号として、基本姿勢を示すＡ〜Ｅとそこから派生する動きの番号と合わ
せて、Ex.A8やEx.C20などと示すこととする。

本エクササイズの実践においては、動きの指示や誘発はほとんどの場合言葉によって行
われ、ディスポキネーターがあらかじめエクササイズをデモンストレーションしたり、学
習者に直接手で触れて動きを導く、といったことは行わない。運動形態はある程度規定さ
れているが、より重要視されるのは、動きの準備、動きのきっかけ、動きの方向性、とい
った運動感覚を構成する性質である。エクササイズの実践中には、「どのように感じられ
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たか」「どのように準備したか」「どこに動きのきっかけがあったか」「どこに一番大きな
エネルギーが感じられるか」というような問いかけを使って、学習者の感覚フィードバッ
クを促す。問いの設定や、習得すべき運動感覚を誘発するための言葉は、その都度観察の
中から生まれる。

エクササイズの第一の目的は細分化された運動感覚の獲得、さらに様々な動きの経験は
自分の身体の構造に関する身体イメージ（身体表象）の変化を誘発する場合もある。例え
ば過緊張によって狭められていた関節の可動域が、緊張緩和によって拡大するなどの経験
は身体イメージを変化させる。身体イメージは運動プログラムを構築するための情報とし
て使用されているため、その変化は、運動プログラムを改変させるきっかけともなりうる。

1.2 エクササイズの実施法
ここでは、背臥位姿勢のエクササイズを取り上げ、観察ポイントや誘発イメージの例な

どを紹介する。背臥位の基本姿勢（Ex.A1）は、仰向けになり、膝を約90度に立てて、足
裏で意識的に床に触れる姿勢である。この姿勢での練習目的は足裏-床接触と内的張力の
経験である。学習者に対しては、①足裏はどのように床に触れているか　②足裏が床に意
識的に触れると、体内に変化が感じられるか　③ふくらはぎ・ハムストリングス・骨盤
底・下腹部に張力は感じられるか─　などに注意を促すようにしながら、全身の状態・反
応を観察する。

続いて、基本姿勢に四肢の動きを組み合わせたエクササイズ（Ex.A2〜A5）を行う。
A2は片足爪先が交互に前方を指さすものであり、A3は指先がアーチを描いて後方を指さ
すものである。学習者に対しては、①四肢の動きに先だって足裏-床接触・下腹部張力が
準備されているか、また準備がある場合とない場合で運動感覚が変化するかどうか　②動
きのきっかけは爪先・指先（体の先端）にあるか　③四肢の動きに伴って体幹に不要な緊
張が強いられていないか─　といった点へ注意を促していく。さらに、頭を上げて前を見
る（Ex.A6）、床に座って膝を立てた状態から、足裏-床接触を保ったまま脊柱屈曲運動を
行い背臥位基本姿勢になる（Ex.A9）、といったエクササイズは、脊柱の可動性（柔軟性）
の認識、緊張緩和を主要な目的として行われる。

観察者（ディスポキネーター）が特に着目すべき観察点は、①足裏-床接触の状態　②
脚筋群の状態　③下腹部張力の状態　④頭部・頸部と視線　⑤肩帯・上肢の状態─　など
が挙げられる。

足裏-床接触の状態は、立位の安定感の構築、四肢の動きを支える反作用としての役割
を持つ。足裏のどの部分がどのように接地しているか、爪先の向きや状態、足底筋群の発
達状態（扁平足など足弓の成長状態）等を観察する。背臥位姿勢では足裏が全体重を支え
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1                              2                               3                   4

5                            6                            7                            8                             9

グループＡ──背臥位（A1〜9──背臥位：膝を約90度に屈曲し足裏を床に立てる）

Ex-A1：①全身の余分な筋緊張の解放、②足裏と床の良い接触感覚、③姿勢反射（特に骨盤底筋群と錐体
筋の反応）の体感
Ex-A2：片足爪先が交互に前方を指さす：足裏-床接触の片足からもう一方の足への交換
Ex-A3：空中にアーチを描くように指先で後方を指し、再びアーチを描きながら基本姿勢に戻る：手・呼
吸を支える「反作用」としての足裏-床接触認識
Ex-A4：A2/A3のコンビネーション。対角線上の手足を動かす（例：左手と右足、右手と左足）：静的・
動的な活動性の協調。特に下腹部張力による中心感覚の構築
Ex-A5：骨盤が共回転することなく、片膝を基本姿勢より20〜30度転向する。下腹部張力を保つことで、
股関節内のみの動きにする：股関節周辺の緊張を緩和と腰部の安定感の獲得。腰部の感覚運動改善
Ex-A7/A8：胸部の解放感覚と手の微細運動の関係の体験。「空間」感覚の育成
Ex-A6/A9：脊椎の緊張緩和と、下腹部張力の関係

図2-1　ディスポキネシスの「姿勢と動きのエクササイズ」

Ex-B10：手足の能動的な床接触「抵抗」の感覚。胸部の空間感覚。手の方向性
Ex-B11：脊柱の柔軟性
Ex-B12/B13/B14/B16：脊柱・骨盤・股関節間の可動性の認識
Ex-B15：足裏床接触によって床から身体を離す感覚の練習

グループＢ──四つ足位（10〜16）
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28             29                     30                    31                     32        33                34           35
グループＥ──壁面立ち〜立位（28〜35）

Ex-E28：立位と座位の準備、A3のバリエーション
Ex-E29：C24のバリエーション
Ex-E30：C26aのバリエーション
Ex-E31：E29のバリエーション
Ex-E32/E33/E34：前方への方向性を持った立位
Ex-E35：D27のバリエーション

グループＤ──イス座位（22〜27）

Ex-D22：足裏-床接触と座骨のイス座面への接触による直立座位。前方の空間感覚の適切なイメージ
Ex-D23：A4のバリエーション
Ex-D24：C19のバリエーション
Ex-D25/D26a/D26b：C20のバリエーション
Ex-D27：座位から立位への過程

22            23             24                   25                       26a 26b 27

17             18                  19                        20                          21
グループＣ──あぐら座位（17〜21）

Ex-C17：座位における座骨の床接触と、胸部の空間感覚の認識
Ex-C18：Ａ５のバリエーション
Ex-C19：体幹の前屈
Ex-C20：体幹の前傾（前に向かう動き）
Ex-C21：脊椎回旋



ているわけではないため、「能動的に床に触れる」という行為をより明確に練習すること
ができる。能動的な床接触は足裏全体、特に爪先部によるものである。従って、①接触の
比重が踵にあったり踵で床を押している　②極端にがに股で足裏の外側のみが接地してい
る　③爪先が屈曲している─　等の現象はこの練習においては望ましくない。また膝のぶ
らぶらした動き、外に倒れそうな状態などの現象は、足裏-床接触の不安定さを示してい
る。

足裏-床接触が機能しているかどうかを知る手がかりとして、脚の筋群の状態を観察す
ることができる。適切な足裏-床接触が姿勢反射として脚の伸筋群（脚の後方の筋群＝ふ
くらはぎのヒラメ筋、ハムストリングスなど）に軽い筋張力を発生させる。学習者は、床
との接触を意識している場合と意識していない場合を感覚的に比較することが可能であ
る。また観察者はアキレス腱やヒラメ筋を触診することで、脚筋群の張力状態を確認でき
る。例えば、踵で床を押してしまうと、伸筋群だけでなく、脚の屈筋群（脚の前方の筋群）
の筋も硬直した状態になるため、学習者が足裏-床接触を誤解していることがわかる。ま
た、床を押すという指示によってようやくわずかな筋張力が生まれる場合は「押す」とい
うイメージが有効であることがわかる。
変化を誘発するためのイメージは、このように学習者の反応や学習段階に応じて変わる。

足裏を接地させようと意識すると脚全体の筋群が硬直したり、安定して接地しているにも
関わらず安定感が感じられないというタイプには、「足裏全体でただ静かに床を感じる」
「ppな感覚で接触する」というニュアンスの指示が有効となる。反対に足をすぐに伸ばし
て全身を大の字にしようとするタイプでは、「足で床を押すような」「床がどのくらい硬い
か、抵抗を感じる」というニュアンスの指示が有効である。足をすぐに自分の方に引き寄
せ、爪先も丸めてなるべく小さくなろうとするタイプでは「向かい風に抵抗するときのよ
うな」といった全身の感覚と結びついたイメージが有効になる場合もある。

背臥位姿勢での基本練習において、下腹部張力の状態を知るためにしばしば用いられる
のは、臍の動きを観察することである。錐体筋は白線につながっており、白線に張力を与
える調整役を果たしているため、錐体筋張力によって白線の状態が変化する。そのため白
線のほぼ中央にある臍の動きによって、錐体筋がどのように機能しているかを読み取るこ
とができるのである。臍の動きは腹部や上半身をラクに弛緩させた状態から、下腹部張力
を誘発して観察する。下腹部張力が適切に機能するときには、臍が内方向（床方向）と下
方向（足方向）へごくわずかに動く。このとき学習者には、錐体筋のある部分が「縮まる」
「密になる」「張る」といった感覚がもたらされる。下腹部張力はごく小さな筋によるごく
小さな収縮であるが、本来より上部にあるとイメージされたり、強い筋力によるものだと
誤解されているような場合には、臍周辺の筋群が上方に盛り上がるような動きが観察され
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る。これは、腹直筋等の大きな腹筋群による強い筋群の働きであり、体幹全体を硬直させ
る妨害である。これによって呼吸に用いられる筋群等も著しく緊張するため、呼吸を止め
ているような状態が見られる場合もある。下腹部張力は柔軟性を持ったいわば微細な筋活
動であり、指さし動作等によって体内に自然に発生させた上で認識させ、細分化された感
覚に育てていくことが望ましい。

脊柱の状態は特に重要である。脊柱は24の椎骨、仙骨及び尾骨によって成る。各椎骨は
主に「屈曲・伸展・回旋」の３つの動きが可能である。しかし椎骨毎の可動域は長年の身
体使用の結果、本来の可動性の感覚が失われている場合がある。背骨がまるで棒のような
ものと認識されていると、体幹・上肢の動きの柔軟性は著しく妨げられる。例えばEx.A9
では、本来屈曲していくはずの脊椎が突っ張ったまま動かず、上半身全体が床に倒れ込ん
でしまう、という現象がしばしば見られる。このような際に脊柱のどこに特定の緊張が見
られるかどうかを見定め、可動するという経験を与えることによって身体イメージ・運動
イメージの改変の可能性がある。またEx.A6では、①頭を持ち上げて頸椎に負担がかかっ
ていないか　②目で前を見ながら体幹の協調した動きが見られるか─　等が挙げられる。

視線の観察は、学習者の注意がどの方向に向かっているかを読み取るための一要素とな
る。視覚は姿勢を安定させる役割を持ち、閉眼立位では開眼立位よりも身体動揺が大きく
なることが知られている。背臥位は当然ながら転倒の心配はないが、体内の安定感覚や覚
醒感覚を練習するため、視線の焦点が定まっているかどうか、は覚醒状態を示す一要素と
なる。「きょろきょろと視線が落ち着かない」「目を閉じて集中しようとする」「問いに対
して考えるとき上方向に視線が向く」などの現象は内的イメージを読み取る一つのポイン
トとなる。またそれらは頭部・頸部の筋活動状態と関わっており、例えば正面より上方向
を見ている場合、頭部自体が後傾し、頸椎周辺は他動的に縮められて緊張している可能性
がある。場合によっては頭部の位置をクッション等を使って高くするなどの対応が必要と
なる。

手・上肢・胸部は動きやすい感覚を持っていることが重要である。観察するポイントと
して、①手の状態は緊張しているか、丸まっているか、突っ張っているか　②掌が天井方
向・胴体方向・床方向のいずれにどの程度向いているか　③肩関節はどの方向に向いてい
るか─　等が挙げられる。手と胸部や体幹全体の感覚は互いに影響を及ぼし合っている場
合が多いため、例えば、①掌全体が床に伏せられている　②掌が握りしめられている─
等の現象は手が内向的な状態であることを示しているだけでなく、胸部や体幹の保持的緊
張の有無を観察するポイントでもある。そしてこのような上半身全体の筋活動は、「広く
て開放感がある」「狭くて息苦しい」といった空間認識とも関係しているため、「空間をど
のように認識しているか」ということは動きやすさの感覚に直結する重要な要素と言える。

- 38 -



本論では意識の有無に関わらず筋活動や動きの質に影響を及ぼすこれらの空間認識のあり
ようを空間感覚（Raumgefühl）と呼び、演奏行為において特に重要となる身体前方の空
間感覚については胸部の空間感覚と呼ぶこととする。上半身全体に柔軟かつ開放された感
覚を誘発するためには、手そのものの緊張を緩和するイメージの他、設定した目標物との
距離感の認識や、「伸び伸びしている」「居心地がよい」といった感情と空間感覚を同時に
誘発しようとするイメージもしばしば用いられる。

四肢の動きを組み合わせたエクササイズ（Ex.A2〜A5）では、動きに伴って姿勢の動的
バランスが変化する。そのため、四肢の動きと共に上半身や腰部がぐらつく現象が起こっ
てないか、上半身を緊張させてバランスを取ろうとしていないか、を観察する必要がある。
上半身のぐらつきや緊張は、保持の緊張が運動器官に起こっていることを示しており、運
動感覚も不自由にする。自由な四肢の運動を誘発するためには、安定した姿勢が必要とな
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目的 誘発イメージの例
足裏-床接触 ・足裏から根が生えているようなイメージ

・足裏で床に足形をつけるようなイメージ
・向かい風に抵抗するときに生まれる足裏と床の感覚イメージ
・揺れる電車の中で自分の体を支える時のイメージ
・床の素材感を感じ取る（柔らかさや硬さ、温度など）
・オルガンの同音ペダルを踏み続け、同じ低音が響き続けているイメージ
・自分の足が立っている場所には、他の誰も立つことができないという感覚を持つ

下腹部張力 ・指を唇に当てて息を吐く／口笛を吹く
・数cmのゴムを両手で引っ張る(図2-2a)
・指さし動作
・恥骨上に２〜３ｃｍのコイルばねを予想し、それが縮まるイメージ
・臍と恥骨間の距離が少し短くなるイメージ

胸部の空間感覚 ・草原に仰向けになって日向ぼっこしているようなイメージ
・誰かを向かい入れる時の「ようこそ」というジェスチュア
・胸に大きな目がついていて遠くを見ているようなイメージ
・胸に大きな絵があり、それを見せているイメージ

手の空間感覚 ・頭の上に掌を置き、手の空間・温度を感じる

運動主導と運動連鎖 ・具体的な目標を指さしたり、具体的な対象物を示して、それを手に取ろうとする
・指先を軽く動かしながら動く
・指と指の間の空気を感じながら動く
・指先が温かい、冷たいといったイメージによって知覚的注意を向ける
・指先に触覚的な刺激を与えることで意識を高めさせる
・爪が非常に長いとイメージし、爪の先端が動き始めるとイメージする
・操り人形のように指先に糸がつき、その糸が人形師によって動かされるとイメー
ジする

表2-1　エクササイズで頻繁に用いられる誘発イメージの例



るが、四肢の動きに対して安定した姿勢を保つためには足裏-床接触に加えて下腹部張力
が不可欠となる。また運動そのものを運動主導と運動連鎖の視点から観察する。すなわち、
動きのきっかけが爪先や指先にあるのか、或いはより身体の中心に近い部位（近位）にあ
るのか、動きの方向は内向的か外向的か、という様な点が挙げられる。
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図2-2a 下腹部張力の感覚の誘発：ゴムを引っ張る
(a)やや太めのゴムを使う。(b)両手でゴムを持ち、(c)前方へ向かって伸ばす。

図2-2b 下腹部張力の感覚の誘発：掌の上に重量を感じさせる
(a)学習者は掌を上に開いて座る。

(b)学習者の掌の上に電話帳位の重量のあるものを置く。
(c)学習者はバランスを崩さないようにその重さを受け止め支える。

掌にかかる重さに対する抵抗を感じるとき、下腹部にどのような感覚が生まれるか注意を向ける。

図2-2c 下腹部張力の感覚の誘発：紐で安定感を助ける：左＝立位、右＝座位
紐を学習者の下腹部に回して引っ張り、学習者は紐によって後方に倒されないように立つ。

a b c

a b c



粗大運動主導の動きをいくつか例示するとすれば、Ex.A2で爪先が前方を指し示さず脚
全体が上半身の方向に内向きに動く、Ex.A3で指先の動きの直前に肘関節を突っ張らせた
り掌を硬直させる、指が手首からぶら下がっている、等の現象が挙げられる。

指先や爪先による運動主導を誘発するためには、「指さし」のイメージや「長い爪をイ
メージして、その爪の先が動く」というような、身体の最も先端部位や、外界に注意を向
けさせるようなイメージがしばしば用いられる。

ここまで述べてきたそれぞれの観点は、つながりを持った全身の現象として互いに切り
離すことができない。いくつかの例を挙げると、視線の焦点や動きの目標が明確に認識さ
れることで下腹部張力をより明確に感じ取ることができる、あるいは下腹部張力が自然に
機能して動きが軽くなる、足裏-床接触の意識の有無によって動きの自由度に変化が感じ
られる、身体の前方に広がる空間感覚の変化や手の開放によって体幹の保持的緊張や呼吸
が開放される、といったことがある。

習得すべき運動感覚を誘発するイメージは学習者の反応によって異なるため一元化する
ことはできないが、表2-1に基本的な運動感覚や身体感覚を誘発するために比較的頻繁に
用いられるイメージを参考としてまとめた。中でも下腹部張力を導くためのいくつかの方
法は図2-2a〜cに示した。いずれの方法も、抵抗に対する体内の支えを感じ、下腹部に注
意を向けることで下腹部張力の感覚を知るためのものである。しかし、この方法で得られ
るのと同等の強度が演奏行為に必要とは限らない。これらはあくまでも、学習初期に下腹
部張力に関する明確なイメージを持つための補助方法である。

Ｂ〜Ｅグループのエクササイズに関しては、基本的にＡグループ（基本姿勢：背臥位）
を応用したものであるため、ここでは詳述を割愛する。
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2. 弦楽器の基本奏法習得に微細運動誘発を援用する試み

本論ではチェロと弓に関して用いる用
語は図2-3/2-4に示す。また運弓における
弓の動きについては、弓と弦が直角に交
わっているときに物理的に最もスムース
に音を出すことができる、という弦楽器
奏法の基本原理がある。そこで、図2-5に
示したように弓と弦が直角に交わった状
態での弓の動きを「弓がまっすぐ動いて
いる（図2-5a）」、反対に弓と弦が直角に
交わっていない状態での弓の動きを「弓
が曲がっている（図2-5b）」という言葉で
示すことにする。
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演奏時、身体運動としての目的地は、楽器で
ある。弦楽器における右手の役割は、弓の毛を
使って弦に接触することであり、左手の役割は
弦の長さを指定することである。すなわち微細
運動は直接楽器に触れ、その接触関係において
発生する。運動出力を最適化するためには「コ

図2-4　弓の名称

図2-3　チェロの各部の名称

図2-5　弦に対する運弓の方向
a=弓がまっすぐ動いている

b=弓が曲がっている

2.2先行研究奏法ver3.2.4

a b



2.1 楽器の構え
ディスポキネシスでは楽器をどのように構えるかという問いに対して「楽器を身体に合

わせる」という人間工学的視点から見る。なぜなら、身体に対して楽器が物理的・生理的
に最適化されることで、粗大運動的な保持の緊張が最小限になり、それによって、微細運
動的な技術の習得が可能になるからである。楽器の構えを観察する際には「どのように立
っているか（座っているか）」という前提を捉えておく必要があるが、これは「姿勢と動
きのエクササイズ」で構築される視点である（参照：第２章1.2）。

能動的な演奏姿勢が準備された上で、楽器それぞれの特性を合わせて、イスの高さ、チ
ェロのエンドピンの長さや形、ヴァイオリン、ヴィオラ群の肩当てや顎当て等、の条件を
整備する。個々の体格にチェロを合わせてエンドピンの長さを調節する場合、下腿部・大
腿部・座高・腕の長さなどの観点があげられる。

下腿部の長さは、イスの高さ（膝から踵までの長さ、靴のヒール高なども考慮）を決定
する。大腿部の長さ（股関節から膝までの長さ）は、下腿部の長さと合わせて、膝とチェ
ロが接触しているか、という点を見る。チェロと膝関節に全く接触関係がないと不安定で
ある。

右腕の長さは、弓と弦の接触点への距離と関係している。腕が長い場合に接触点が近す
ぎると上肢の動きの空間が狭く感じられる。腕が短い場合に接触点が遠すぎると、弓先や
高音弦で弓と弦の最適な接触点に手を到達させられない。当然ながら、接触点は一点では
なく駒から指板まで数cmに渡るが、おおよそ最適な距離は調べることができるだろう。

左腕の長さは、また左手の第１ポジション位置が高すぎると肩や上腕に負担がかかるた
め、親指ポジションより上のハイポジション位置が低すぎるとコントロールが難しくなる。
腕の長さは座高とも関わっている。また、エンドピンの長さを調節する場合に糸巻きが頭
部や頸部に圧迫感を与えていないか、なども考慮に挙がる場合もあるだろう。これらを総
合的に判断し個々の身体や演奏効果等に合わせて、エンドピンの長さ、エンドピンを刺す
場所、楽器の傾き（演奏時に変化させることは可能である）などが最適化される。

ストックマンは、チェロの構えにおいて「『チェロが私の方へ来る、私もチェロの方へ
いく』というように『前方へ向かう動き』に関連したイメージを用いてチェロを構える際
の能動的な姿勢を誘発する場合が多い2」と述べている。

2.2 ボウイングに関する手法
チェリストのウィリアム・プリースは「指板と駒の間の弦の上の小さい空間に想像可能

な色々な音色と感触やダイナミックなどが揃っている。……その狭い範囲にすべてがある3」
と述べて、弓と弦の接触点の重要性を主張している。弓の毛と弦はいずれも弾力性や柔軟
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性を持つ素材であり、互いに影響を及ぼし合うことができる。多彩な音色やアーティキュ
レーションは、弓と弦の多彩な接触によって可能になる。

そのためには弓と弦の接触点を介した演奏者と楽器との対話が重要な役割を果たすと考
えられる。演奏者は自身の音色イメージを楽器から引き出すために、音色イメージを感覚
イメージに置き換えて、楽器（弓）との接点である指先から弦に伝え感じさせる必要があ
る。チェロは感じ、応える。その応えを演奏者は感じ、再び応える。楽器と身体の間に

「感じる→応える」という対話が生まれるとき、演奏者自身のイメージを楽器は受け取っ
て実現する。このような対話のためには微細運動が重要な役割を果たす。なぜなら、指先
は肌を撫でたり掻いたり擦ったりするように、敏感で微細な入出力の能力を持っているか
らである。表2-2はディスポキネシス教師養成コースでチェロ奏者の右手によく観察され
るとして提示された問題点をまとめたものである。

2.2.1 ボウイングにおける運動空間
運弓動作には、様々なバランス感覚と運動器官の協調が要求される。演奏者が運弓動作

に不調和を感じている場合にはしばしば、腕主導の粗大運動や、屈曲優位な手の状態など
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粗大運動主導 ・弓を弦から浮かしながら（持ち上げながら）の運弓
・上腕や肘関節によって主導された運弓の動き
・上半弓を弾く際の肘関節の過剰な回内運動
・弓先付近を弾く際の上腕の過剰な内転

手指の問題 ・親指ピンセットグリップ（図2-6）
・弓を持つ手が屈曲優位な状態（図2-7）
・弓元での小指の過小なアクティビティ
・「親指を丸くしなければならない」というイメージ

体幹の問題 ・Ａ線ボウイング時に脊柱回旋運動が妨害
・胸郭出口症候群・小胸筋症候群などによる腕の突っ張り（上半弓での弓の震
えの要因ともなりうる）

その他 ・運弓に関する内向的な運動イメージ

表2-2　ディスポキネシスの視点によるチェロ奏者の右手に頻繁に発生している問題

図2-6　右手に見られるピンセット・グリップの一例
a=親指の状態、b=ピンセットグリップにより手全体が緊張する

a b

図2-7　右手に見られる掌側屈曲
優位の状態の一例



が観察される。ボウイングにおける運動感覚
イメージを構築する要素としては、①微細運
動主導の運動感覚と触覚的注意、②弓や手腕
の運動空間感覚─　などが挙げられるだろう。
そこで、一般的に初心者に対してしばしば用
いられる練習法をいくつか例に挙げ、運弓動
作を自然な運動感覚と統合して誘発するため
に、ディスポキネシスがどのような観点を持
って取り組んでいるかを紹介する。

まずミニカーを用いた運弓イメージの練習
を取り上げ、主に運弓動作における運動空間
の感覚について述べる。練習の大まかな手順
は図2-8に示す。ミニカーは机の上に置かれて
安定しているため保持する必要がない。その
ため粗大運動の保持的筋緊張を抑制して、運
弓の運動感覚を練習することができる。重要
な観点として、①運動主導と運動連鎖、運動
空間の感覚　②接触感覚─　が挙げられる。

まず運動主導と運動連鎖については、手が
どのようにミニカーに触れたか、そしてミニ
カーを運ぶ動きはどこから始まっているか、
腕で手を持ち上げたのか、それとも指先が直
接ミニカーに向かったか、手はミニカーに触
れているか、それとも握っているか、手はミ
ニカーにもたれたり、ぶら下がったりしてい
ないか、等の観点が挙げられる。既に述べた
ようにミニカーは机の上に置かれて安定して
いるため、指先がミニカーを運ぶ、という微
細運動主導の動きが誘発されやすい。

しかし、演奏で観察される手のステレオタ
イプは、しばしばミニカーの場合にも反映さ
れる。例えば、ミニカーを必要以上に強く握
っていたり、腕に保持的筋緊張があると遠く
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(a) 中指・薬指・親指で机上のミニカー触れる。

図2-8　ミニカーを用いた運弓イメージの練習

(b) 長い直線の道を左右（東西）方向へ走らせる。

図2-9　弓先への運弓動作の例
弓を進めるために小指側が開放される。



まで直線にミニカーを走らせることが難しい。
指先主導の動きを誘発するためには「ミニカーのヘッドライトが遠くを照らしながら一

直線に進む」など動きの目標を示すイメージや「運弓の練習だということを忘れる」など
心理的緊張を減らすイメージが用いられる。このようなイメージによって自然な動きが生
まれると、手の位置によって手や腕の状態は刻々と変化する。すなわち、手が右方向に向
かうと小指側が徐々に開放されてミニカーとの接触が減り、人差し指とミニカーとの接触
が増し（図2-8A、図2-9）、手が左方向へ向かうと人差し指側が徐々に開放されてミニカー
との接触が減り、小指とミニカーの接触が増す（図2-8B）、という状態が発生する（当然、
個々の指や腕の長さの違いによって見え方に差異はある）。

このような動きが生まれると「ミニカーを右方向へ走らせたとき（図2-8A）、小指側に
はどんな状態が感じられるか」「左方向へ走らせたとき（図2-8B）、人差し指側にはどんな
状態が感じられるか」という問いかけがしばしば行われる。いずれも弛緩する側へ注意を
向けさせ、「長くなる、伸びる、開く、空間が広がる」といった開放的な感覚を認識させ
るための問いかけである。

手や腕の動きでは、屈筋と伸筋が互い拮抗筋（逆の働きをする筋）として機能している。
例えば、肘関節を曲げるとき、屈筋である上腕二頭筋は収縮し、伸筋である上腕三頭筋は
徐々に弛緩するというメカニズムがある。「弛緩側」と「収縮側」のどちらに運動感覚イ
メージとして注意を向けるのか、によって感じられる運動感覚だけでなく、実際に発生す
る筋活動にも変化が起こりうると考えられているからである。収縮する筋群や部位ではな
く、弛緩する側への注意を促すことで、運動空間の広がりを認識するための問いかけであ
る。

不調和な状態としてしばしば演奏者が訴える腕の硬直感とは、腕の筋群の過緊張による
ものであろう。この硬直感は、拮抗筋として働く屈筋と伸筋がいずれも収縮した状態が続
くことで起こっていると考えられる。腕全体がまるで一本の棒のように感じられて動けな
くなったり、弓の返しで音が途切れる、音が繋がらない、と言った現象である。そこで、
本来弛緩するべき側に注意を向けるということは「開放」とも言い換えられる感覚である。
この感覚は外向的な運動を誘発して、何より不要な筋緊張を解放するきっかけとなる。

またタイヤを介して道の素材感などが感じられるか、感じられるとしたら体のどこで感
じ取っているのか、といった接触感覚に関する問いかけも重要である。直接身体で触れて
はいない道の素材感を、タイヤを介して感じ取ることができ、それを感じ取っているのが
指先であることが認識できると、なぜ指先主導の運動連鎖が必要なのかが実感できる。例
えばミニカーを動かす際、ミニカーを机から浮かせるような腕の保持的筋緊張が無意識に
発生している場合、タイヤと机の接触に注意を向けることでその緊張が解放される。
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図2-10　弓のネジと先端の動きのイメージ
(a)弓竿の端と端に紐がついていて、部屋の両端にそれを引っ張っている人がいるとイメージする。
そうすると弓の進む方向に空間の広がりが感じられる。
(b)譜例Aのようにデターシェで不均等にアップ方向、ダウン方向を弾く。
そのとき弓先と弓ネジは常に同じ方向へ向かうとイメージする。

図2-11　弓先での右手の感覚の練習
まずダウンボーを弓先まで弾き、弓先で止まり、手や腕の感覚等を観察する。
(a)左手で弓を保持して、弓から右手をはなす。
(b)再び右手で弓に触れる。このとき始めと感覚は異なるか、小指の下に開放された空間が感じられるか、など
に注意する。
(c)弓から左手をはなし、弓と弦の接触点のバランスを感じる。

ポイント：
粗大運動による運動主導があると、手の運動空間が狭められるため、弓先まで手を届かせることが難しい。場合
によっては、肩関節などが過剰に引っ張られて痛みを引き起こす場合もある。手が主導して弓に触れると、より
方向性のある自然で開放的な感覚が生まれる。直接的に弓に触れると指先からの自然な運動連鎖が起こり「腕が
伸びている」あるいは「自分の腕は思ってたより長い」という感覚が経験できる。

a b c

譜例A



ここまで述べた観点は様々な状況の中で応用されるものである。図2-10はミニカーのヘ
ッドライトを弓のネジと先端に置き換えるイメージ練習例である。図2-11は弓先を演奏す
る場合の腕の保持的緊張のない状態を体感するための練習例、図2-12は運弓時の指先主導
の運動イメージを作成するための練習例である。その他、速く細かいデターシェに問題が
ある場合には、ミニカーの往復速度を速くするのではなく、往復距離を短くするとイメー
ジし、往復の距離が短くなっても進む方向によって開放される側の感覚を感じ続ける、な
どが挙げられる。ディスポキネシスでは「速く」という言葉が、生命にとって危機感を刺
激し原始反射としての粗大運動を引き起こしやすいと考えられている。そのため「速い」
というイメージを、その場の音楽表現に適した触覚的イメージや、空間感覚を認識させる
イメージに置き換えるよう試みられている。

熟練した演奏者にとっての不調和を解消するためには、長期のトレーニングによってス
テレオタイプ化した運動感覚とは異なる運動感覚の誘発が必要である。従って、ミニカー
を用いるなど楽器から一旦距離を置く方法は新しい運動感覚を発見させる可能性が高い。
この練習ではチェロを弾く先入観をなくして、自身の感覚を観察する態度が重要となる。

2.2.2 弓と弦の接触点
弓が弦へ接触する方向は、楽器の構え方の違いから、ヴァイオリン・ヴィオラとチェロ

では異なる。ヴァイオリン・ヴィオラの場合は楽器をほぼ水平に構えているため弓の毛と
弦の接触関係は上下関係にある。チェロの場合、構えた際に楽器は傾斜しているものの、
基本的には前後の関係にある。

アレクサンダー・テクニークの教師でありニューヨーク・フィルのチェロ奏者であるエ
ヴァンジェリンは「弓が弦へ接触する方向は、どのような場合でも座骨の方向である」と
述べている4。またストックマンも同様の意味で「弓は弦に対して基本的に前方から後方へ
接触する。特にＣ線は右斜め前から左足膝の方向、Ａ線は左斜め前から下腹部の方向へ接
触する」と述べている。彼らがこのようなごく当然の事柄に改めて言及するのは、ボウイ
ング時にチェロ奏者が上から下へ圧力をかけたり、弓を上へ浮かすというようなイメージ
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図2-12　ダウンボウを全弓で弾ききった後、右手でピッツィカートを奏する
ピッツィカートは指先で行うため、指先主導の動きを誘発しやすい。弓先から弓元へ戻るために、上腕主導の動
きが発生している場合などに、指先主導の運動感覚を作るために用いられる。



で音色を制御しようとしていることが頻繁に観察されるからではないかと、考えられる。
上下の動き、すなわち持ち上げと押しつけというイメージは粗大運動を活動させやすい。
また誤った接触の方向性によって、弓と弦の安定した接触感覚が得られないと、音色が安
定しないばかりか、弓の保持が不安定になり腕に保持的筋緊張が発生する要因となる。さ
らに、親指が下から上へ弓を支えようとするため、親指に過負担が強いられる一因ともな
る。親指の過緊張は手全体を緊張させ、悪循環を生む（親指のピンセット・グリップへの
対応は別記する）。

弓の弦に対する接触方向を再認識するためには、図2-13のような練習が挙げられる。

また図2-14のように、弓と弦の接触点のバランス感覚の練習もある。弓と弦の接触点で
生まれている感触に注意を向けるため、「弓が弦をどのように感じているか」「弦が弓をど
のように感じているか」といった問いかけが用いられる。

弦楽器奏法においては、腕の緊張の緩和や、より効率よく音を出すことを目的として
「腕の重みを弦にのせる」というイメージが頻繁に用いられる。しかしディスポキネシス
では、弓と弦のバランス良い接触状態を導き出すために「腕

腕
の
腕

重
腕

さ
腕

を弦にのせようとする
のではなく、弓

腕
の
腕

重
腕

さ
腕

全てを弦に感じさせる」という運動感覚イメージをしばしば用いる。
なぜならディスポキネシスは、多くの場合に、腕の重さという運動イメージが実際の運動
感覚とうまく統合されず、肩や肘を下方に引き下げたり、腕力を使って弓を弦に押しつけ
ようとする、粗大運動優位の状態を生み出す一要因となるのではないか、と観察している
からである。弓が弦の上でバランスが取れれば、それに応じて手や腕の状態は自然と決め
られる。「弓の重さを全て弦に感じさせる」というイメージは、弓と弦の関係に微細な注
意を向けさせ、「静かな」接触感覚を誘発するためのイメージである。
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図2-13　弓の弦への接触方向練習
(a)左手で弓を持つ。
(b)右手第２指〜第５指が前方から後方へ弓を弦の方へ持っていく。
(c)その後、右手親指先が後方から前方へ弓に触れる。

a b c



2.2.3 音色イメージと感触イメージの結びつき
弦にどのような感触を与えれば、どのような音色が生まれるのか。この結びつきを認識

するための一つの練習として、発音に関する例を挙げてみよう。
例えば譜例Bのような練習素材を取り上げる。できるだけ微細な感覚を練習するため、

音量「pp」、アーティキュレーションは「staccatissimo」という音色イメージを用いるこ
ととする。この練習では指先の微細運動を導くために、しばしば子音を発音する舌先の感
覚がイメージとして取り上げられる。管楽器演奏で「タンギング」と呼ばれるように、ア
ーティキュレーションは舌先と関係した運動感覚イメージを持つ。例えば子音“t”を発
音するときの舌先の運動感覚は実際には次のように感じられる。舌先は発音の瞬間に上顎
を「突き放す」感覚を持つ。突き放す直前、舌先には上顎の抵抗に対して張力が発生して
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図2-14　弓と弦のバランス練習
(a)左手で、弓を弦の上に置く。
(b)右手で弓のフロッグに触わる。
そのとき腕の重さではなく、弓の重さだけを弦に感じさせるとイメージする。弓の毛を介して、実際には触れて
いない弦がどのような抵抗・張力を持っているかを感じる。感じ取った弦の抵抗感や触覚情報を記憶する。

a b

ポイント：
腕の重さを弦にのせようとするのではなく、弓の重さを弦にのせてバランスを取る、という運動感覚イメージは、
弓と弦がニュートラルに接触する状態を導きだそうとする誘発である。そうすれば、肘の高さや手首の角度とい
った手や腕のフォームは結果的にあるべきように発生する。

譜例B アーティキュレーションの基本練習

pp e staccatissimo



おり、突き放した瞬間にそれは解放される。舌先は指先と同様微細運動器官であるため、
ディスポキネシスでは互いに転用しやすい運動感覚イメージであるとされている。舌先が
発音したように、指先で弦に子音“t”のような発音の小さなきっかけを与える、という
イメージは、発音直前に指先に張力を発生させ、発音と共にそれが解放される、という感
覚を誘発する。弦へ発音のきっかけが与えられないまま、弓を手首や腕など粗大運動主導
で左右に運ぼうとすると、明瞭な発音が生まれない。この練習では、弓と弦の接触感覚が
より明瞭になるほど、一音にかかる弓幅は減少する傾向が見られる。

さらにさまざまな音色を生み出すためにストックマンは「音が現れ出る（聞こえる）と
いうことは、弓や指によって弦という素材に音の形を浮き彫りにするイメージである。音
色の形成は粘土をこねて形作る感覚に似ている5」と述べて、「丸みのある」「細い」「太い」

「尖った」など様々な感触イメージと音色イメージのつながりを誘発する。
音色イメージと感触イメージの結びつきは無限である。ストックマンが教師養成コース

内で弦楽器演奏に関して用いたいくつかのイメージを簡単に例示すると、温かい音色イメ
ージのために「弓も弦も手も温かい」「弦がバターのようなものだとイメージして、温か
い弓で触れてバターが溶けていくように弦を感じる」、軽やかな音色イメージのために

「羽で触るような感触を弦に感じさせる」「昆虫が草から草へ飛び回る」、スピッカートで
は「弦に雨がぽたぽた落ちているように感じさせる」、深く密度の濃い音色イメージに対
しては「誰かの肌を愛情を込めてさするように弦をなでる」などが挙げられる。これらは
その都度、音楽作品の要求や演奏者の不調和の傾向から導き出されたものであり、当然パ
ターン化されるものではないが、日常の感覚を連想させるようなイメージが意識されてい
る、という傾向には共通点が見られる。

ここまで述べた運弓に関するいくつかの練習は全て、弓と弦の接触点での微細な接触感
覚の経験を目的としている。このような経験は脳内の音色イメージと感触イメージ（運動
感覚イメージ）を結びつける。この結びつきが多彩な音色のパレットを作り、イメージし
た音を実現する準備として機能する。

2.2.4 手と前腕の重さの練習
図2-15は、微細運動を妨害する上腕や肩帯の保持的筋緊張を緩和し、手と前腕の重さの

感覚を掴むことを目的とした練習である6。
上腕二頭筋は肘関節を曲げる役割を果たすため、(b)行程で上腕に保持的筋緊張が発生し

ていると、手が実質持ち上げられて肘（=A）より手（=B）が軽く感じられる。仮にP2が
P1の腕から手をはなすとしたら、P1の上腕二頭筋に保持的緊張がなければ手は落下する
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が、保持的緊張があると、前腕が空中で保持されたままになる。この緊張が弛んでP1が
P2に腕を任せなければならない。数回前腕を落下させることで上腕の筋緊張は緩和される
場合もある。しかし、ステレオタイプな筋緊張が解放されるためには、ある程度慣れや時
間が必要な場合もある。

また、上腕の屈筋群に保持的筋緊張がなければ、P2がP1から手をはなした瞬間に手は
落下する。このとき肩から上腕の位置は変わらず肘から前腕と手が落下する、という上肢
の構造からは「腕の重さ」として用いることができるのが、前腕から手の重さのみである
と理解できる。

(c)行程において上腕を引き下げようとしたり、P1がP2に前腕を押しつけようとすると、
P2とP1(B)の接触が深まるのではなく、P1からP2への圧力が増加する。足裏-床接触を増
やす──すなわち、ほんの少し爪先よりに重心を移動する──ことによって上半身がわず
かに前傾し、B部分の比重が増える。手の重さのイメージは、ボウイング時に弓素材のイ
メージに置き換えて、弓と弦の接触の深さの変化を誘発するための準備練習である。

2.3 左手による弦の押さえと指の動き
表2-3はディスポキネシス教師養成コースでチェロ奏者の左手によく観察されるとして

提示された問題点をまとめたものである。チェロを演奏する左手は柔軟性を持ち、自在に

- 52 -

図2-15　手と前腕の重さを生かす練習
(a)二人一組（P1とP2と呼ぶ）になり、P2は両手の人差し指を、P1の肘関節近くの前腕下(=A)と手首近くの掌下
(=B)に置いて、P1の腕を支える。
(b) P2はP1の肘下（=A）と手（=B）のどちらにより比重があるか感じる。P1はＡとＢが同じ比重になるように
試みる。
(c)ｂの行程ができるようになったら、P1は肘部分（=A）を軽くせず、P2とP1の手（=B）の接触の増減を試み
る。P2は自分の手を様々な素材の感覚に置き換えることで、様々な接触の深さの変化を試みることができる

（例：紙→枯れた木→ぬれた木→石→鉛など。）

P2
P1

(A)

(B)



開いたり縮めたりできる状態が望ましい、粗大運動的な「弦を叩く、はじく」という習慣
の危険性については既に触れた（参照：第１章4.3）。ディスポキネシスでは、この習慣の
背景には明瞭なアーティキュレーションは左手によるものだというイメージや、指の強化
といったアイデアから生まれているとも考えられている。次に、左手のステレオタイプな
動きの問題に対応するため、微細運動の誘発に関するディスポキネシスの手法と観点を紹
介する。

2.3.1 接触感覚の観点「指はどのように弦を押さえているか」
弦を押さえる左手の問題は、弦を必要以上に押さえすぎている、または親指と他の指と

のピンセット・グリップによって弦を押さえようとするための手の柔軟性が欠如する、手
内在筋劣位等による弦を押さえる力が足りない、等が一般的に頻繁に挙げられるだろう

（参照：第１章4.3）。左指が弦を必要に応じて押さえる感覚の経験のために、ストックマ
ンは譜例Ｃのような練習を挙げている。この練習は弦の抵抗を指先で感じ続けることに注
意を促し、弦を押さえるためにどのくらいのエネルギーが相応しいかを感じ取らせる。微
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指先で弦に触れ、フラジオレットのような音を出す。フラジオレットから
実音になるまで、音を出しながら弦に指の重さをのせていく。

譜例Ｃ　左指の弦の押さえのエネルギーを細分化する

粗大運動主導 ・弦を押さえるための肩から肘関節を下に押し下げたり、ぶら下げている状態
・親指ポジションにおいて、弦を押さえる時の肩と上腕主導の動き
・上腕や肘関節等の粗大運動によって「準備される（主導される）」ポジション
移動の動作
・上腕二頭筋などの屈筋優位な筋活動によって肘関節可動域が狭められた状態

体幹の問題 ・ローポジション（第１ポジション等）で上半身が協調的に回旋しない状態

手指の問題 ・手指・前腕の粗大運動筋群の活動による「弦をたたく」「弦をはじく」動き
・親指のピンセット・グリップに伴って発生する母指球筋群の硬直や痛み
・手指の微細運動の不充分な独立（手内在筋群の劣位など）

その他 ・音程に対する不安感
・音色や音量等による音楽表現の役割を左手に過剰に担わせるイメージ、例え
ばヴィブラートに対する過剰な負担等

表2-3　ディスポキネシスの視点によるチェロ奏者の左手に頻繁に発生している問題



妙なタッチには無限のバリエーションがある。指先の感覚入力を生かして接触感覚と音色
の関係を細分化することによって、手は柔軟に対応し続けることができる。

2.3.2 運動主導と運動連鎖の観点「指はどのように弦へ向かっているか」
また、弦を押さえる左手の手首が極端に上がって屈曲している場合や、手内在筋群の劣

位によって指の関節が異常に過伸展・過屈曲しているような場合、手のフォームを修正し
たとしても腕に保持的筋緊張にある限り、手の感覚は硬直したままになる。そこでディス
ポキネシスでは硬直した手は柔軟に、過度に弛緩した手には張力を与えるために、指先主
導の動きの誘発を試みる。そのために、①指先に操り人形のような糸が付いていて、人形
師に糸を引かれて指先が弦へ向かう感覚　②指先に目や鼻があるイメージによって、視覚
や嗅覚の持つ指向性を転用する　③指先を軽く動かしながら指板へ向かうことによって動
きの注意を指先に向ける─　等の誘発イメージが用いられる。

またクラースホルストはピアノの演奏に関して「小指が開くことで手全体が開く傾向が
あり、手全体の緊張を緩和する可能性がある7」と述べている。これはチェロにおける左手
の動きにも適応すると考えられ、小指に運動主導のイメージを与えることは手の柔軟性と
開放を誘発するために役立つ可能性がある。また、手の開放的な感覚を誘発するために

「頭の上に掌を置いて手の大きさや温度を感じる」ことで手の本来の広がり感覚を促し、
過剰な手の屈曲を解消して演奏に適した手の感覚を誘発する、といった方法も用いられる。

2.3.3 目標イメージの観点「指は弦のどこを押さえるのか」
微細運動を誘発するためには「指先がどこに向かうか」という明確な目標イメージが重

要である。例えば「この音を出したい」という音高イメージを持つとき、指が指板上のど
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譜例Ｄ
(a)Ｇ線の開放弦を弾く。
(b)１オクターヴ上のＧ音を歌う［（c)で取る音程の聴覚イメージを明確にするため］。
(c)歌ったＧ音を演奏するために指が押さえる場所をイメージし、イメージした弦上の場所に１本の指を持ってい
く。ゆっくりと指で弦を押さえ、指がどこにいるのか感じる。
(d)音を出し、予想と実際の誤差を確認する。
(e)再び左手を指板からはなして下ろし(c)〜(d)を数回繰り返して場所のイメージを記憶する。全ての指で(c)〜(d)
を行う。

(a)弾く (d)音を出す(c)左指を置く(b)歌う

・・・・・・

(e)c〜dを繰り返す



こを押さえるべきか、という空間内の場所のイメージが意識の有無に関わらずシミュレー
ションされ、運動プログラムに組み込まれていると考えられる。

そのため左手の音程に関連する不安要因を解決する一つの視点として、音高と指板上の
場所の関係地図を構築するためのメカニカルな練習（譜例Ｄ）が挙げられる（譜例の音は
一例である）。この練習の(a)〜(b)の行程は音高イメージ（音色イメージ）を明確にするた
め、(c)はその音高イメージに対する場所のイメージを予測し、指先に明確な目標イメージ
を与えるための行程である。この練習は、音程の正誤を問題とするのではなく、毎回場所
のイメージの予想が先立つこと、指で弦を押さえた状態で指先のいる空間感覚に注意を向
けることが重要である。

脳内には「いつでも同じ場所に腕を移動させる神経細胞」があることが発見されている8。
これは、ある神経細胞を刺激すると、その直前まで腕や手がどこにあろうと、ある場所に
きっちり移動する、というものである。私たちは自分の顔を視覚的に捉えているわけでは
ないが、手を自分の口や鼻などに正確に持っていくことができる。手がどこにあってもか
まわないし、指先でなくても、手の甲でも腕でも同様に迷い無くたどり着く。この神経細
胞の発見からは、脳の神経細胞が運動を単純な筋活動として制御しているというよりも、
もっと抽象的・意味的なものとしてプログラムしている可能性が高いことが仮説として挙
げられている9。

このような仮説は、頻繁に向かう空間内への運動が正確にプログラムされるのではない
か、ということを示唆している。すなわち、練習によって一旦、指板上の場所と音高のイ
メージを結びつける地図が脳内に構築されれば、どの指でも、あるいはどの身体部位でも
その場所を示すことが可能だと言える。「この地図は、曲を弾くときに無意識下で左手の
運動プログラムに組み込まれて、動きを助けるマネージャーの役割を果たす」とストック
マンは述べている。

当然ながら、演奏家は長期に渡る練習の過程で、このような地図を脳内に描くことを意
識的・無意識的に実行しているだろう。またどのような音を出したいか、ということは前
後の音楽的文脈や和声感との関係から生まれるべきイメージであり、このような地図は実
際の演奏の場においては大雑把なものであると言える。しかし、左手に観察される硬直感
等の多くの問題の背景には、音程に対する強い不安感が存在し、音程を安定させるために、
手のフォーム（ポジション毎の手の形）を固定する、音から音へ指間の距離感で推し量る、
というように手の中の筋感覚によって音程を制御しようとすることによる場合が多いので
はないか。それに対して明確な場所のイメージは指先に指向性を与え、外向的な動きを生
む可能性を持つ。これは、場合によっては音程の不安に対する考え方に転換のきっかけと
与えうるだろう。
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2.3.4 左手に関するその他の視点
第４ポジションを押さえる際の左手には小指球がチェロの縁に寄りかかって、休んでい

るような状態がしばしば観察される。小指球がチェロにもたれることによって、指先の弦
への接触が妨害される。第４ポジションで小指が押さえにくい、という訴えはこのことに
起因している場合が多い。指先が楽器に邪魔されず弦を直接的に触れるようになると手の
中の空間が広がり、倍音が増えて音色も明るくなる傾向がある。第４ポジションは、ネッ
ク部分と本体部分の境界線にあり、ローポジションからハイポジションへのブリッジ部分
にあたる。駒から糸巻きまで弦の上を指先で往復する練習などは、チェロの縁に邪魔され
ずに第４ポジション位置に触れる感覚を誘発する。

ヴィブラートは、音程を上下にずらすことによって音に表情を生み出す、弦楽器奏者に
とって一つの重要な技術である。指先で弦を感じ捉えることができれば、ヴィブラートの
動きも指先からの入力情報と音色的な聴覚フィードバックとの対話が生まれ、能動的に音
楽に関わることができる。ストックマンはヴィブラートの運動感覚イメージとして、指板
に指先で穴を掘る、指先でツボ・マッサージを行うイメージなどを挙げている。例えば左
指先で右腕のツボをマッサージしようとすると、マッサージされる皮膚の揺れや柔らかさ
などによって、指先主導の運動感覚が誘発されやすい。このような運動感覚イメージを作
ることで、ヴィブラートの複雑な運動そのものを制御しようとする筋緊張からできるだけ
解放し、弦と音色の反応に柔軟に対応するための助けとなる。
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