
第４章　まとめと今後の展望

本章では第３章の全試行をまとめ、調和に向けた新たな試みに関する展望を述べる。

1. 全試行のまとめ
第３章の全試行からは重要だと思われるいくつかの共通性を導き出すことができた。こ

こでは試行を通じて得られた共通問題点と、それに対応する解決のポイントをまとめる。

1.1 不調和な現象とは
表4-1には被験者から寄せられた演奏表現上の不調和や痛みの症状、表4-2には不調和が

発生するときに姿勢や動きに観察される現象を示した。
演奏行為における姿勢とは「どのように立っているか」「どのように動きを準備し、動

きを支えているか」ということであろう。姿勢の重心バランスが良く上半身の自由が最大
限に発揮される立位では、立位を支える足裏床接触からの連鎖的な筋張力の一部として下
腹部張力が発生する。しかし被験者が演奏に不調和を感じているときには（表4-1）、足裏
床接触のまずさや脊柱周辺の保持的筋緊張、不安などの様々な要因によって、下腹部張力
が失われているという現象が観察された。下腹部張力の欠如は、アンバランスな姿勢に起
因するものであったり、逆に不調和な姿勢を引き起こす要因ともなっていたが、いわば
「ready to go」が体現されていない状態であるといえる。そして「ready to go」を欠いた
状態を補うために上半身（肩帯や上肢）に過緊張が発生するという悪循環も見られた。

また不調和な現象に共通して見られた動きの問題は粗大運動による微細運動の妨害であ
る。粗大運動とは、大きな筋による大雑把な性質を持つ運動である。粗大運動の活性化は
常に微細運動を支配するため、細やかな動きや音楽の微妙なニュアンス表現を阻む。演奏
時には、姿勢のステレオタイプに起因して粗大運動が発生している場合もあれば、奏法に
関わる運動イメージが適切でないために、指先以外のより近位（体の中心に近い身体部位）
に運動主導が移り粗大運動が引き起こされている場合もあった。

さらに、不調和の背景には、演奏表現をしようとする時に本来準備として先行すべき音
楽イメージが明確に認識されていない、ということもしばしば観察された。音色イメージ、
タイミングのイメージ、フレーズや拍感等、のイメージが明確になっていない、あるいは
明確なイメージを持つことが出来ない、というような不明瞭な音楽イメージは、いつどの
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ようなタイミングでどのような感覚を持って、というような演奏行為に先行すべき運動感
覚イメージの構築を阻み、左右の手をはじめ全身の動きの不協調の原因となっていた。

「ready to go」が体現されていない姿勢、指先以外に運動主導が移ることによる微細
運動の欠落、及びその背後にある不明確な音楽イメージに共通する性質は、指向性の妨害、
あるいは指向性の喪失している状態と呼べるだろう。指向性とは「○○へ向かいたい」
「○○のようにしたい」というイメージとその体現である。すなわち指向性が失われてい
ることによって、演奏者と楽器や音楽との対話が生まれず、内的イメージの表出が妨げら
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表4-2　不調和時に観察された身体状態
姿勢の観点 動きの観点
<足裏と支持面との接触関係>
がに股：足裏外側のみ
踵重心：足裏後方のみ
つま先の強い屈曲
床に対する足裏の圧力
下腿部・大腿部の屈筋緊張
<体幹の問題>
上半身の屈曲
上半身の後傾
体幹筋の硬直
錐体筋弛緩による直立エネルギーの不在
脊柱のアンバランス
胸部の防衛反射的筋緊張

<腕の状態>
肩帯の内向的緊張
上腕二頭筋の屈筋優位な筋緊張
肘関節主導の動き（肘関節による腕の下方へのぶら下
がりなど）
手首主導の動き（過剰な手首の回転運動など）
<手の表情>
上から掴むような表情の手
楽器からぶら下がっている手
指節間関節（MP関節）の過伸展
動きの不自由感や痛み
親指と他の指のピンセットグリップ

表4-1　被験者から寄せられた問題点
表現の不調和 痛み等の症状

右手 弓を返すとき、音がつながらない
発音が悪い
響きがない
音色のニュアンスが作れない
弓が震える
音がかすれる
弓が弦上で滑る
強い音を出そうとすると音がつぶれる
Ａ線の弓先が遠い
弓先、弓元で音色が変わる
移弦の動きがぎこちない
速い移弦で発音がついていかない

親指付け根の腱鞘炎
肩（僧帽筋付近）の痛み
胸郭出口症候群
前腕伸筋の突っ張り
親指母指球の痛み

左手 ヴィブラートの不自由感（腕の硬直など）
大小のポジション移動に不安がある
音程を取る感覚が不安定
指を自由に動かせない

親指付け根の腱鞘炎
肩（僧帽筋付近）の痛み
胸郭出口症候群



れている、ということが観察された。

1.2 不調和の解決に向けて
これらの観察に基づいて本試行では、不調和の解決に向けて心身の指向性を誘発するこ

とを目的とした。指向性獲得のためには身体的には下腹部張力、微細運動といった要素が
重要なポイントとして挙げられた。表4-3は下腹部張力と微細運動に関連する要素を大ま
かに示したものである。

下腹部張力（及び足裏-床接触）が姿勢の安定を導き、微細運動が動きの自由を導く、
ということはディスポキネシスで既に主張されていることであり、本試行でもその効果は
確認された重要な点である。多くの場合に、姿勢の安定性が構築されることによって、演
奏における手指の運動感覚には一定の改善が見られた。しかし、演奏者が指向性を持った
身体感覚に自ら意義を感じるためには、この身体感覚と音楽との繋がりが認識できること
が不可欠だと考えられる。下腹部張力、微細運動を音楽的なイメージに結びつけることで
不調和の解決を目指した経過をまとめてみよう。

1.2.1 下腹部張力
音楽には止まらない時間の流れが根底にある。音楽の方向性は、それがたとえどんなに

緩くても緊迫していても一種のエネルギーである。そして、下腹部張力は方向性のエネル
ギーの体現として感じられるものだということが全試行を通じて明らかになった。

下腹部張力と音楽の方向性の感覚が結びつくと、演奏感覚が変化するという効果が見ら
れた。例えば「歌う」という行為は根源的な身体発動を誘発する。音楽的な表情を歌う時
には、下腹部張力の感覚が認識される場合が多かった。歌うことによって味わい得られた
身体感覚を楽器演奏にも使用できると、全身の調和感覚が自然に発生した。また歌うだけ
でなく、「ささやく」「語りかける」「口笛を吹く」など言葉や声と関係する行為のイメー
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表4-3　下腹部張力・微細運動　それぞれの誘発

下腹部張力 ・足裏床接触の意義
・足裏床接触によって発生する姿勢反射と内的張力の体感
・脊柱部、胸部、肩帯、上肢などの保持的過緊張の解放
・前方に広がる空間感覚と方向性の認識

微細運動 指先までの運動連鎖を妨げる粗大運動の緊張や主導を取り除く
・音楽と合致し、指先と楽器の接触点への注意を高める感触イメージや運動感覚
イメージを見つけ出す
・指先に明確な目標イメージを与える
・微細運動の感受性を高める
・運動空間と方向性の認識



ジによっても、下腹部張力は誘発され、音楽の表情と結びついた具体的な運動感覚イメー
ジとして応用できた。歌う場合にも音楽的な表現を認識することが困難である場合には、
リズム感、拍感を明瞭にするため指揮しながら歌う、下腹部張力を物理的に誘発しながら
歌う、類似した音楽表情やリズム感を別の作品からイメージを置き換える、というような
試みに成果が見られた。

例えば誰かに話しかけるとき、声は話しかける相手に向かって目に見えない線を描く。
音も同様であり、この線は曲線であったり直線であったりするが、それを届ける対象に向
かう張力を持っている。音楽作品でフレーズと呼ばれるものは多くの場合、このような張
力を持っていて、楽譜には例えばアーチ型のスラーで示されている。本試行では、演奏表
現においてフレーズ感が途切れる、といった問題が発生する場合には、一つのフレーズの
間に度々下腹部張力が失われている、という現象が頻繁に観察された。この現象は被験者
が楽器演奏における技術的な不安を感じている時に起こりやすい傾向が見られたため、技
術的な要因によって生まれている不調和とも言えるだろう。しかしフレーズの持続と共に
下腹部張力を持続させることを心掛けると、技術的な問題が軽減したり解消されるだけで
なく、音楽的な表情が豊かに現れるという効果が得られた。これは音楽的な方向性が身体
的な方向性と結びついて相互に影響し合っているという実感に結びついた。

また例えばテンションの強い表情（ffなど）を表現しようとすると、多くの場合に上肢
や上半身に強い筋緊張が発生して、硬い音色の原因となっていたが、このような表現にお
いても下腹部の内的エネルギー、すなわち内的な強さをイメージすることが効果的に機能
した。特にチェロ演奏では、弓の弦に対する接触の方向が上→下方向ではないにも拘わら
ず、しばしば力強さを出すために上→下方向を目指した圧力が弦にかけられ、不効率なエ
ネルギーが使われている場合が頻繁に観察された。そのため、弓の毛が弦を介して下腹部
の方向を指していると言うイメージ等によって、弦を隔てて下腹部と弓が接触関係（抵抗
関係）にある、というような感覚が得られると、多くの場合に粗大運動器官の不要な緊張
が緩和され、さまざまな微細な表現が生まれるきっかけとなった。

1.2.2 微細運動の誘発
演奏動作に不可欠な微細運動は「何に触れたいのか（向かいたいのか）」「どのように触

れたいのか」というような目標イメージや感触イメージを明確にすることによって生まれ
た。例えば運弓においては、弦の感触をより良く知ろうとすることで粗大運動の緊張が緩
和される現象が多く見られた。また、音楽イメージと合致した感触のイメージは「触れよ
う」とする外向的で開かれた運動感覚を誘発することがわかった。

例えば、音色の軽さを出すために手や腕を硬くさせてしまうというような現象は「軽い
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音＝軽い腕」「スタッカート＝音を止める＝腕を止める」といったイメージが背景にある
場合が多く見られた。「軽い腕＝上腕二頭筋による腕の持ち上げ」「腕を止める＝腕を硬く
する」という無意識の感覚イメージと結びついて、粗大運動的な筋収縮が引き起こされて
いた。このような問題に対して、まずは微細運動を妨害している粗大運動器官（上腕二頭
筋など）の無駄な緊張を弛める練習が役立った。また弓を持ち上げるというイメージ自体
を変化させるため、「軽い音＝弦が感じる弓の感触が軽い」「"t"と子音を発音する舌先の運
動感覚を指先で使う」などとイメージすることで、弓と弦の接触点への意識が高められる
ことがわかった。さらに、軽快な音色イメージに対して虫がむずむず肌に触れる、猫じゃ
らしでくすぐる、といった感触イメージの使用は、単なるメカニカルな感触だけでなく、
例えば夏に生い茂る草茂みの中でたくさんの小さな虫たちが飛び回る様子、虫たちが群れ
を成したときの直線的ではない気まぐれな動き、というような連想を誘発し、それによっ
て弓と弦の接触状態が音楽の流れに応じて柔軟に変化し、運弓の弓幅や場所などが自然に
発生する過程を助けた。

また例えば表情豊かで深さや持つ音楽を表現しようとするとき、その感情表現はしばし
ば胸部の緊張などを生みやすい。胸部の緊張は弦と弓の接触点から手を遠ざけ、その深い
接触を妨害する。このようなときに例えば、温かく柔らかい手を感じることは上半身全体
の緊張緩和に役立った。また弦が「バター」や「ベルベット」のような感触を持つ、とい
うような様々なイメージは、注意を自然に弓の毛の下で振動する弦に向ける。ダウンボウ
でもアップボウでも、弓の方向が変わる瞬間も、右手は弓の毛を介して「バター」の感触
を感じ続けることは、手と弦の関係を柔軟にして、フレーズに響きとつながりを生んだ。
弓の毛も弦も弾力のある柔軟な素材である。弾力のある素材同士が触れ合うということは、
互いに常に新しい状態を生み出す対話であると言える。実際に起こっている弦の振動が全
ての瞬間、感じられることで、音楽の流れに呼応して接触の深さは変化し始める。

あるキーワードが連想を呼び、運動感覚イメージを呼ぶ。ここに挙げた例は、もちろん
様々な可能性の一部であり絶対的なものではない。そして何より演奏者本人に実感できる
イメージであるということが自然な動きを誘発するために重要である。また沸き上がる全
身の運動感覚全てを表したり記憶することは不可能であるが、機能するキーワードはその
全てを一瞬にして呼び出すことができる。従ってこのような感覚イメージのキーワードを
見つけることは学習・記憶といった側面からも重要な役割を果たすことが考えられる。

左手に発生しやすい問題を考察すると、被験者の多くは、左手に関する不調和として指
節間関節の過伸展、弦の押さえが足りない、音程が不安定である、などの原因について左
指の弱いという意識を強く持っていた。この問題を改善させるための試みとしても、触覚
への注意が大きな役割を果たした。全被験者で、左指先の弦との接触感覚に注意を払い、
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一 般 的 な 従 来 の 脳 科 学 で は 情 動
（emotion）と感情（feeling）は区別さ
れて定義されているが、それらが互いに
強い関係を持っていることは間違いな
い。



弦の感触を感じながら押さえる様々な練習によって、手のアーチが自然に導かれ、弦を押
さえるために発生していた痛みや過負担を減らした。それだけでなく、弦の抵抗との関係
から導かれた左手の押さえの最適化は、音色を驚くほど豊かにした。音が硬い、響きがな
い、といった問題の多くは左手の不要な緊張と連動していたことがわかった。

1.3 ステレオタイプなイメージからの解放
演奏時に発生するステレオタイプの認識と変化が、演奏以外の課題を通じて練習できる、

ということも全試行で確認された。例えば、平常時や演奏時の立位で観察される状態と類
似した姿勢や運動パターンが、背臥位姿勢のエクササイズでも観察された。手の動きの練
習で肩や肘主導の動きが見られると、演奏行為における動きも粗大運動主導が観察された。
奏法に関して楽器を使わずに行う基本練習においても、楽器を演奏する場合と類似した現
象が見られた。例えば、運弓に際して硬くなっている右手は、ミニカーを用いた運弓練習
においても、ミニカーに手を近づけるだけで、手の強ばりが起こったりミニカーを握ると
いった現象が観察された。このようにステレオタイプは全ての行為に共通している。従っ
て、一つの行為に関係する感覚の変化は他の行為の変化を誘発することが証明された。

ステレオタイプな動きは、ステレオタイプな運動イメージによって発生している。特に
基本奏法に関する運動イメージは長年のトレーニングによって強く固着している場合が多
い。例えばある被験者は、試行の度に自然な運弓動作を体験したが、その感覚を持続させ
ることが難しかった。あるとき、その被験者が自然でラクな運弓動作を経験した後、私が
「弓元を弾くときには結果的に手首がそれほど屈曲していない（手首が上に持ち上げられ
ていない）」という観察を伝えると、被験者は驚きながら「今までどんなに良い感覚を経
験しても、弓元では手首を上に向けなければならないと無意識に思いこんでいた」と語っ
た。

また例えば「腰が反る」「胸を張る」といった過緊張を伴う不調和な直立姿勢の背景に
は、「背中が丸まらないように」「まっすぐ直立しなければならない」という考えがしばし
ば認識された。被験者によってはバランスの良い姿勢が生まれると「背中が丸くなってい
る」と感じる場合もあったが、そのとき鏡を見て、自分の背中が丸くなっていないことを
確認すると、それまで背骨を「まっすぐに」しようとして腰や背骨を突っ張らせ、不要な
緊張を自ら課していたのだということが認識された。ステレオタイプな緊張をやめるため
には、このようなステレオタイプなイメージの認識が不可欠であった。

「腕の重み」という楽器演奏を指示する際に非常に頻繁に使われる言葉も、場合によっ
ては粗大運動発生の原因となっていることが観察された。「腕の重み」という指示は、本
来全身のエネルギーが弦まで滞りなく流れて音として実現されることを目指した指示であ
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る。しばしば腕の粗大運動の過緊張がその流れを滞らせるために、腕の重みという言葉は
腕の過緊張を緩和させるためにも用いられる。しかしこの言葉が目的とする本来の意味が
誤解されると「腕を重くしなければならない」「腕の力を抜かなければならない」という
考えが生まれやすい。そして多くの被験者は、腕を脱力して重くするために肩関節や肘関
節を下方へ引き下げようとしていた。肩や肘関節の下方への引き下げは、手指の動きを阻
害するばかりでなく、上肢の屈筋群の緊張や関節周辺の慢性痛といった悪循環を生んでい
た。さらに「腕の重さ」という言葉は、腕（の重さ）によって音色をコントロールしなけ
ればならない、という無意識のイメージを引き起こしやすい。この意識は微細運動から注
意を逸らせ、粗大運動をますます優位にさせる要因となる。

これらの問題の背景には「重さ」という言葉に対する傾倒が感じられる。重さはエネル
ギーであり、必要なものでもあるかもしれないが、それと同時に重さは制御不可能な粗大
なエネルギーでもあることを演奏家は再認識すべきである。「重さ」という言葉だけでな
く、演奏家がごく当たり前のように用いている様々な言葉が、本来どのような意味でイメ
ージされ何を目指したものなのか、その言葉に対して身体はどのように反応しているのか、
再考して用いることは不調和を解消するために大きな意味を持つように思われる。
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私たちは意識の有無に関わらず、他
者の身体表現からその内面を読み取
ろうとしているし、また意識の有無
に関わらず自身の内的イメージを身
体で表現している。喜び、怒り、悲
しみなどの感情と、身体反応との関
係を断ち切ることはできない。



2. 調和に向けた新たな試みへの展望

ディスポキネシスは演奏行為における調和を様々な観点から準備するためのメソッドで
ある。本研究では調和に向けて様々な試行を行ったが、その全てはどのように舞台での演
奏を準備するのか、すなわち「どのように練習するか」ということと関わっている。

神経学的に言えば、学習とは脳の可塑的変化の発生である。脳は経験を反映した表象で
あり、脳は常に学んでいる。個々のイメージは、私たち自身が現実に経験していることか
ら生まれる。経験の繰り返しによって記憶が強化され、脳内で行為に先立つイメージが作
られていく。ここに練習の意味がある。すなわち練習するということはイメージを創造す
るということである。

練習の中で、意図していた音と異なる音を弾いたとき演奏家はどのように感じているの
だろうか。それを誤りだと感じているのか、それとも一つの重要な経験として消化してい
るのか、ということは練習の本質に関わる問題である。演奏家がしばしば「何百回も繰り
返し練習したのに、なぜ本番ではうまくいかないのか」という問いを感じることについて
ストックマンは次のように指摘している。

演奏家の多くは練習において「正しいか、正しくないか」という結果優先の分類を行
う傾向に陥りやすい。しかしこのような即座の評価は、経験から学ぶ可能性を妨げる。
一つの間違った音は、間違いではないどころか、それがどのような状況から生まれた
のか、ということに注意が向けられていたとしたら、一つの重要な情報となりうるの
だ。1

ここで指摘されている結果優先の練習態度はしばしば、「いつかうまくいくのではない
か」という希望的観測から「何度も同じことを繰り返す」という練習スタイルを導く。こ
の練習からは成功の確率を獲得することはできるかもしれないが、聴覚イメージに連動し、
なおかつ舞台上でも信頼できる運動感覚イメージを創造することは難しい。「物事が正し
いか、正しくないか」白黒をはっきりさせるというような態度は、「全か無か（オール・
オア・ナッシング）の法則」と呼ばれるものである。しかし、演奏行為はいわば多彩なグ
レーゾーン感覚によるものであり、その差異はどんなにわずかなものであろうと尊重され
るべきである。すなわち「どのように感じているか」という問いは練習における重要なキ
ーワードとなる。

脳は膨大な経験からゆっくりと規則性を抽出していく。演劇教師のスタニスラフスキー
が「理解するとは、感じることだ2」と述べているように、自発的で創造的な学習において
は「どのように感じられるか」という経験は「どのように行うべきか」という知識に先行
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するものである。経験が豊富で多彩になるほど、イメージは豊かになる。すなわち、脳が
行為に先立つイメージを形成するために必要な情報で満たされるようになる。そうすれば、
脳はそこから必要に応じて「正しい」ものを選んで出力できるようになる。

気づきや観察を促すことは、ある視点を提供するということである。ディスポキネシス
が能動性を誘発するために提示する足裏-床接触や下腹部張力の感覚は、本来誰もが無意
識に持っているものである。しかし、それを意識化することは、場合によっては新しい経
験となる。このような感覚の存在が認識できるようになると、それが必要に応じて自然に
発生していることが認識できるようになる。そして逆に「どのようなときにこの自然な身
体感覚が失われるのか」という自己観察は、内的状況を把握する一つの指標となりうる。

一般的には心の状態が体の状態を左右すると認識されている場合が多い。しかし身体的
な変化が心理的な変化を誘発しうる、ということは本試行における観察からも示唆された
重要な点である。従来の一般的な脳科学でも、身体状態が脳へ伝達されることによって脳
内で感情が生まれ、それが再び身体状態に反映され・・・、というような循環が身体と脳
の間で起こっていると言われている。例えば身体感覚が「安定した」「落ち着いた」「上が
らなくなった」というようにポジティブに変化すると、心理的にも同様の変化が反映され
る傾向が確認された。また「正しいか正しくないか」という結果にフォーカスされていた
注意が、「今ここで何を感じているか」というプロセスに向けられると、強ばった身体に
柔らかな変化が生まれた。これらの観察から確かなのは、人間が全体で機能しており、思、
考、感、動、などの全てが互いに影響を及ぼしあっているということである。

従って不調和を引き起こす原因を心身のいずれかに特定することは不可能であるし、そ
もそも「心とは何か」定義することも難しい。しかし演奏行為を妨害しているのは多くの
場合、震え、過緊張、粗大運動優位など身体の状態によるものであるし、体はいわば現象
である。不調和の発生や沸き上がる様々な感情に対して「私は身体的にどのように反応し
ているだろうか」という点から観察することは、建設的なプロセスとなりうるだろう。

演奏家に必要とされるこのような観察能力の育成──すなわち舞台上での演奏に至る心
身のマネージメントについての能力の育成──は、演奏解釈や演奏技術等の実技教育と渾
然一体となって主に個々の経験則に委ねられているというのが現状である。もちろん経験
則やそれに基づく直観が多くの場合正しく、非常に有効であることは確かである。しかし
個々のからだはそれぞれ異なる歴史を持ち、それゆえに表面に現れている問題からその根
本にあるステレオタイプを見極めることが非常に困難な場合もある。それが個々の事例へ
の対応を難しくし、実際に演奏活動の続行に支障を来すような大小の障害の引き金となっ
ていることが考えられる。

ディスポキネシスは演奏家の「調和」の実感に理論的裏付けを与え、ステレオタイプを
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見極める観察力、及び「調和」の習得に向けた学習過程を提示しようとしている。このよ
うな研究分野は、演奏家が本来の能力を開花させて長い音楽人生を心身共に健康に生きて
いくために、今後ますます不可欠なものとなっていくだろう。
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２＝ジェレミー・チャンス『ひとりでできるアレクサンダー・テクニーク──心身の不必要な緊張をやめるために』片桐ユズル訳、東
京：誠信書房、2006年、２頁。
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感があった。しかし、一つの現象が発生する時に生まれるこれらの複雑な動きを、客観性
を持ったデータとして記述するということや、そのとき被験者や私が経験したことについ
て因果関係を証明するということは非常に困難であった。あらゆる要素の結集として生ま
れる演奏表現を、「心身」という観点にこだわって研究する意義や方法に疑心暗鬼になる
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こともしばしばあった。しかし、先生方が研究者として、演奏家として、教育者としての
それぞれの立場から、私の悩みに共感しながら研究や執筆に関わる具体的な方法論をご指
導下さったおかげで、私なりに何とか研究の成果を書き進める勇気を持つことができた。

ディスポキネーターであるアンジェリカ・ストックマン、アレクサンドラ・ミュラーを
始め、ディスポキネシス教師養成コースで共に学んだ仲間たちに感謝する。彼らとの対話
の中で、私は自分の内面にあって隠されていた多くのものに気づき、演奏者である前に人
間としての実感や喜びが、私にとって調和の前提であることを理解するようになった。

最後に、私を信じ近くから遠くから応援し続けてくれた両親に心から感謝する。

本研究の過程は私にとって発見の連続であった。被験者に対する、あるいは私自身の内
的感覚に対する観察の「目」は日々変化した。新たな目で行う試行は、思いもかけない発
見や成果を導いた。その繰り返しによって直観的に感じていたものが、少しずつ確信を持
って観察できるものへ変化した。しかし、私にとって何よりも重要であったのは、音楽に
よって心と体が動かされ表現が生まれる、という音楽に関わる上で最も根本的な喜びの実
感であった。私自身の取り組みは今ようやく出発点に立ったところである。今後この実感
を出発点として、私自身演奏家として、また演奏家の創造性を発揮する手助けの一端を担
えるよう進んでいきたい。
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