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Abstract
This study investigated support for piano learning later in life through interviews with three elderly persons who had been learning
the piano since the age of 68, 73 or 79. Looking into what the elderly interviewed in this study found difficult in their piano learning
and the support actually provided by instructors for their piano learning revealed that support by piano instructors was often
unsatisfactory to elderly learners, and that their advice on music and musical performance might hamper elderly learners in their
performance. The study found out that “persistent” discussions and information sharing between piano instructors and learners and
more consideration by instructors for the individuality of elderly learners rather than collectively seeing them as “the elderly” were
necessary for resolving discrepancies between support essentially needed by elderly piano learners and support actually provided by
their instructors.
Keywords: elderly persons, piano, learning support
Department of Music Education, Tokyo Gakugei University, 4-1-1 Nukuikita-machi, Koganei-shi, Tokyo 184-8501, Japan

要旨 : 本研究は，65 歳を過ぎてピアノ学習を開始した高齢のピアノ学習者 3 名を対象として半構造化インタビュー
を行い，高齢者のピアノ学習支援の方法について検討したものである。
高齢者がピアノ学習において難しいと感じたこと，また，実際に指導者が行ったピアノ学習の支援について検討し
た結果，ピアノ指導者が行う支援には一定の満足感を持ちつつも，学習環境の改善や助言等においては，学習要求と
のずれがみられた。例えば，音楽や演奏に関する指導者の助言が学習者の演奏の妨げになっていた場合などである。
そうした，学習者が本質的に欲している指導者からの支援と，指導者が実際に行う支援のずれを解消するためには，
ピアノ指導者と学習者の話し合い及び共有が「継続的」に必要とされること，高齢者として一律に学習者を見なすこ
となく，個別性に配慮しつつ学習を進める必要がある。

＊ 東京学芸大学 音楽・演劇講座 音楽科教育学分野（184‑8501 小金井市貫井北町 4‑1‑1）
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１．はじめに

こうした人生の後半の生き方を考えるうえで，生活
を充実させて楽しむことを重視する人の割合をみる

高齢者のピアノ学習は，近年盛んになりつつある。

と，20 〜 29 歳 が 39.4 ％，30 〜 39 歳 が 34.3 ％，40 〜

それは，ピアノを演奏する一連の過程において，加齢

49 歳が 41.5％，50 〜 59 歳は 58.0％であった。これに

に伴う身体的機能や能力の低下に対し，一定の効果が

対し，60 〜 69 歳は 79.7％，70 〜 79 歳は 82.4％であっ

あげられることに注目されていることなども一つの理

た 7）。
この調査では，60 〜 69 歳として一括りになってい

由であろう。そうした中で課題となるのは，高齢者の

るため，本研究で設定している 65 歳以上という点につ

ピアノ学習支援の方法である。
これまでのピアノ学習は，いわゆる子供のお稽古ご

いて言及することは難しいものの，59 歳までとは割合

ととして学ばれることが主流であり，子供のピアノ学

は大きく異なる。そうした生活を充実させて楽しむも

習，あるいは大人になって再開した成人のピアノ学習

ののひとつとしてピアノ学習も学ばれると考えられ

者に関わってきたピアノ指導者は多いものの，人生の

る。公的施設においてもシニア向けのピアノ講座の参

後半，とりわけ高齢期にあるピアノ学習者の支援につ

加希望者は多く，競争率も 4 〜 15 倍と比較的高い楽

いては，経験的にも研究的にもほとんど蓄積されてこ

器であるという 8）。

なかった領域であるといえる。果たして，ピアノ学習

このように，高齢者を対象としたピアノ学習は人気

のプロセスは学習者の年齢，あるいは人生の各期に関

の高い活動といえるが，その際，検討すべき課題はい

係なく同じようなものなのか，あるいは，高齢期にあ

くつかある。

るピアノ学習者の特性，例えば運動機能や認知的側面

例えば，子供がピアノ学習を継続した場合，演奏に

への配慮，助言の在り方などについて考慮する必要が

関わる身体的機能は概ね発達的指向をもつが，高齢者

あるのだろうか。本研究では，高齢期からピアノ学習

の場合は，演奏に関わる身体的機能は発達と衰退の側

を開始した 3 名のピアノ学習者への半構造化インタ

面を持つ。そうした場合，高齢者のピアノ学習には，

ビューを通して高齢期のピアノ学習の支援の在り方を

子供を対象としたピアノ学習とは異なる支援が必要な

考察することとした。

のではないか。さらには，65 歳を超えて始めた学習者
は，さらなる支援が必要になるのではないかというこ

尚，本研究では，高齢者を通例的な 65 歳以上の者と
して述べることとする 1）。

と等である。

２．高齢化の状況とピアノ学習

３．１ 研究の方法
先に述べたような動機から，本研究では，高齢者の

日本は，人口の高齢化が進んだ「高齢化最先進国」
と言われている 2）。平成 24 年 10 月

1 日の人口推計で

ピアノ学習支援について考えるため，65 歳以上のピア
ノ初歩の学習者 3 名を対象として半構造化インタ

は，65 歳以上の高齢者人口は 3079 万人で，高齢化率

ビューを行うこととした。

は 24. 1 ％であった 3）。この高齢化率は今後も伸び続け

実施は 2015 年 4 月である。インタビューは 1 人 25

るとされ，2024 年には 30％を超え，2035 年には 3 人

分から 30 分，それぞれの通うピアノ教室で個別に行っ

に1

人が 65 歳以上になるという 4）。高齢化が

7 ％から

た。インタビューの際，指導者は同席していない。

14％に至る倍加年数は 24 年となるため，126 年をかけ

主として設定したインタビュー項目は，ピアノ学習

て進んできたフランス等と比べて，社会全体の制度化

の動機（主に開始時）
，ピアノ学習で感じた難しさ，

というものへの対応も急がれる 5）。そうした政策面と

現状のピアノ学習で感じていること，学習への要求・

同様，個々の余暇活動など高齢者のいきがいという面

支援である。

も重要なものとなってくる。
３．２ インタビュー対象者

高齢者への対応において指摘されているのが，高齢

本研究におけるインタビュー対象者は，次の 3 名で

期の人々に対するいくつかのバイアスである。現実的

ある。

な問題として，介護の必要性やさまざまな身体的機能

①学習者Ａ（男性）

の低下等も考慮すべき時期ではあるものの，発達を捉
える一つの概念「エイジング」という語には，人生の

・インタビュー時の年齢 69 歳 7 か月

後半部を中性的で自然な観点から捉えようとする姿勢

・ピアノ学習開始年齢 68 歳 1 か月

でもあるとしている 6）。

・ピアノ学習の継続期間
−2−

1 年 6 か月

石川 : 高齢者のピアノ学習支援の方法
・主な使用教材

大人のためのピアノ悠々塾基礎編

ピアノもあったし，娘がピアノを弾いているの

（ヤマハミュージックメディア）

を聴いて私もやりたいなと思っていたし，なに

・取り組んでいる曲「マイハートウィルゴーオン」

よりせっかくのピアノがもったいなくて。憧れ

・指導者の年齢 40 歳（男性）

の曲（パダジェフスカ作曲「乙女の祈り」
）は無

②学習者Ｂ（女性）

理だってわかっているけど，いつか弾けたらい

・インタビュー時の年齢 76 歳 5 か月

いなと思っています。

・ピアノ学習開始年齢 73 歳 4 か月
・ピアノ学習の継続期間

3 年 1 か月

Ｃ．どうしてもきちんとピアノを習いたいと，

・主な使用教材 ブルグミュラー 25 の練習曲（全音）

かねがね思っていましたら。教えてくださると

ピアノ名曲 110 選Ａ（ドレミ楽譜）

おっしゃってくださったから始めました。小さ

・取り組んでいる曲「お人形の夢と目覚め」

い頃から習うことができなくて。体が弱かった

・指導者の年齢 48 歳（女性）

ことですし。

③学習者Ｃ（女性）
・インタビュー時の年齢 86 歳 2 か月

学 習 動 機 は そ れ ぞ れ 異 な る 理 由 が 挙 げ ら れ た。

・ピアノ学習開始年齢 79 歳 10 か月
・ピアノ学習の継続期間

「ちょっと体が落ち着いてきたので習いたいな」とい

6 年 4 か月

うＡ，それに対して「生きているうちで最後」と考え

・主な使用教材 ギロック抒情小曲集（全音）

ある種の覚悟を持って取り組むＢや「どうしてもきち

・取り組んでいる曲「秋のスケッチ」

んとピアノを習いたい」Ｃなど差がみられた。意欲に

・指導者 41 歳（男性）

差は表れているものの，共通してピアノ学習は長年気

学習者Ａは前期高齢者，学習者Ｂはピアノ学習開始

にかけてきた習い事であり，ピアノを弾くことが「憧

時が前期高齢者でインタビュー時は後期高齢者，学習

れ」である点が共通している。それは，Ａの「ピアノ

者Ｃはピアノ開始時から後期高齢者である。尚，本研

は何十年も前から弾きたいなと思っていました」や

究では，前期高齢者と後期高齢者の特性を検討するこ

「うちはそういう環境もなかった」という語り，Ｃの

と，および継続期間によるインタビュー内容の比較等

「小さい頃から習うことができなくて，体が弱かった

は念頭においていないことを付記しておきたい。

ことですし」などにその想いがあらわれている。
また，
「きちんと」習いたいと考えるＣの発言から，

４．結果

昔ながらの子供のお稽古観を抱いていることが推察さ
れる。その場合は，大人のピアノ学習でしばしば使用さ

インタビューの結果は以下のとおりである。□内の

れるポピュラー曲を簡易化したような学習材ではなく，

下線，及び（ ）の補足は筆者による。尚，学習者Ａ，

教則本に従ったピアノ学習を想定しているとも考えら

学習者Ｂ，学習者ＣはそれぞれＡ，Ｂ，Ｃとした。

れる。そうしたピアノ学習観によっても，取り組む楽曲

は，学習者が自身を高齢者と捉えて語った内容

や過程も変わってこよう。このインタビュー項目におい

である。

ては高齢者としての発言とみなせるものはＢの「ボケ防
止」
「生きてるうち」以外，特に目立つことはなかった。

４．１ ピアノ学習の動機−多様な動機
４．２ ピアノ学習における難しさ
Ａ．昔はギターをちょっと遊び程度でやってい

ピアノ学習で高齢のピアノ学習者が感じた点につい

たんですけど，ピアノは何十年も前から弾きた

ては，様々な内容が語られた。大きく分けるならば，

いなと思っていました。うちはそういう環境も

演奏に関わる内容とそれ以外の内容である。簡単にま

なかったので。自分の体もちょっと落ち着いて

とめると下記のようになる。

きたので習いたいなという感じですね。

演奏面−指の動かし方，両手で弾くこと，指使い，黒
鍵を弾くこと，重音・和音の弾き方，オク

Ｂ．一番は，ボケ防止です。生きているうちで

ターヴ奏法

最後に何か挑戦したいと考えた中で，テレビで

それ以外−読譜，視線，拍の数え方・音符の長さの認

何度もピアノは頭に良いってやっていたから，

識，調性，移動ド，曲が進んでくると意識

これがいいかなと思いました。家に娘が弾いた

すべきことが増えてゆくこと
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４．２．１ 演奏面

【オクターブ奏法】
Ｃ．オクターブっていうのはね。私は届きます

【指の動かし方，両手を使用すること】

けど，しっかり弾きながら見ていないと指が違

Ａ．右手と左手で違う鍵盤を押す（ママ）
。特に

うところにいくんですから。こうやって離しちゃ

左手の動きが，初めての動きだったものですか

うんですか，そうすると非常に難しいんですよ

ら，動きが悪かったのと，難しかったですね。

ね。次にでたらめなところに押しちゃうんです
けど。

Ｂ．始めたころは，指が思うように動かなかっ
たですね。生まれてからこんなに指を使ったこ

ピアノ学習における難しさについては，経験年数が

とはないです。まさにボケ防止にはぴったりと

多いＢ，Ｃのほうが，技術的に難しさを伴う曲に取り

いうか。

組んでいるからなのか，多く語られた。
技術的な点について，高齢であることから述べられ

（略）両手を使うのは今も難しいです。

た発言は特にみられない。
【指使い】
４．２．２ 演奏面以外

Ｂ．あと，ピアノって 5 本の指でメロディーを
弾かなきゃならないから，指くぐりをするで

【読譜】

しょ。指使い…指番号になかなか対応できなかっ

Ａ．大体見てすぐに何の音かっていうのが，ま

たです。

だ正確にわかっていませんので，楽譜の見方と
Ｃ．私は，指使い，指がちょっと最初， 5 の指，

いうのは難しいですね。

1 の指が。これは大変と思いましたね。そうい

−先生はあまり楽譜の見方について，時間をとっ

うことは全然知らなかったんですよね。 5 の指，

てやっていないようですが，本来だったら楽譜

1 の指ね。
（略）でも 2 と 4 をいまだに間違えた

を読む時間を作りたいなというような，何か要

り。ですから指使いというのは非常に大変だと

望はありますか。

いうことはつくづく思っています。で，間違っ

Ａ．楽譜を読みたいとかは，別段それほどでは

て弾き始めると，覚えてしまうと，直すのに大

ないですね。やはり，いかに指が動けるかとい

変な苦労をしますから。

うほうがいいかなとは思うのですけど。
−そうすると，弾くことの補助で使いたいとい
うことですね。

【黒鍵を弾く】

Ａ．はい。

Ｂ．白い鍵盤よりも黒い鍵盤は高さがあるから，
指がちゃんと上がらないときがあります。

Ｂ．楽譜をもう少ししっかりと読みたいです。
Ｃ．黒鍵との兼ね合いがなかなか難しいんです

ト音記号は大分マスターしたんですが，ヘ音記

が。

号はまだすぐに解読できません。先生は模様の
ように読めるといいっていうけど，一つ一つ見
ないと弾けません。

【重音・和音の弾き方】
Ｂ．一度に片手でいくつかの音を弾くのがとて
も苦痛です。

【視線】
Ｃ．私は和音が苦手なんですが，それも慣れで

Ａ．一時に，左右の手を見なきゃというか，見

すか。どういう風にやると，まずあれですか。

なくてもどこがどの音かわかればいいんでしょ
うけど，それがなかなか覚えきらないという感

（略）なかなか和音でポンポンポンと上がってい

じですね。

くのが。それはコツがあるんですか。

−視線をどこへ向ければよいのかということで
すね。
Ａ．そうですね。
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−それは，ピアノを弾くだけではなく例えば，

−もし弾いているときに，レの音を弾いていて

楽譜を読みながらというのも難しいところです

もドレミというとき（相対音感で考えていると

か。

き）にはそのように教えてもらいたいという気

Ａ．ええ。

持ちがある。
Ｃ．はい。歌はその調に合わせて変えていって

Ｃ．それで，何小節，今ここと思っても見ると

いいわけですよね，歌はね，弾くのと違って少

きに違うところを見ちゃうことがありますね。

しぐらい外れたって少し外れていますよって言

それで全く，あれ違ったところを弾いているっ

われるくらいですけど，ピアノはもろに音が違っ

ていうことが少しわかるんですけど。

ちゃうから，これはとっても私慎重に，うかつ
に押したら違う音が出たらその曲がめちゃく

【拍の数え方，音符の長さの認識】

ちゃになる。ですから，練習の時にはいいんで

－（略）はじめは，指使いが難しかったんです

すけど，慎重になればなるほど間違えたりする

ね。他に思いつくものというのはありますか。

ので，どうも神経を使っちゃったりすると，大

Ｃ．私は，高等女学校という時代ですから，そ

体震えてくるのがわかるんです。緊張して。

れも高等女学校 1 年で戦争になりましたしね，
やっていないんですが，ただ姉が少しやってい

【意識すべきことの増加】

ましたけど，あの人は教えてくれませんでした。

Ａ．メロディーに合わせる，楽譜だけではわか

何拍，音符を見て，ここは何拍数えて，それが

らない，感情ですとか，メロディー，自分では

なかなか。今でも少しでたらめな時があります

この曲はわかっているんだけれど，そのメロ

から。

ディーと自分が叩くのが合わないというのが，

−拍や音符の数え方が難しいんですね。

それを合わせるのがこれほど難しいとは思わな

Ｃ．譜をみて，よくわからなくちゃいけないん

かったですね。

だ，今はわからなくちゃいけないんだと思いま
す。

Ｂ．だんだんと弾き方はわかってきたような気
もするんですが，普通に弾けたと思ったらこん

【調性】

どは，強弱。強弱も，左右の手で変えなきゃい

Ｃ．そういうことで，まあ譜を読むことをね。

けなかったり。できたらできたで，求められる

少しよく勉強してそれから，いろいろシャープ

ことが増えていきますよね。それがピアノの醍

が変調（ママ）していくあれが難しいですね。

醐味なんでしょうけど，アップアップしてしま

こんなにシャープがついているから，これは大

うことがあります。先生が弾くと簡単そうなん

変だわとね。見たときから思うのはだめですけ

ですけどね。私は歳だから追いつかなくって。

ど。ああいうのは慣れていくんでしょうか。何
年，それは何年って言えませんね。私はまだ最

Ａは，読譜について難しさを述べながらも，読譜は

初の最初の頃ですからね。

補助的なもの，
「読譜＜指の動き」と考えていた。一
方，Ｂ，Ｃには楽譜を理解することを重視している発

【移動ド】

言がみられた。

Ｃ．そうですね。私は割合，よくわからないん

ＡとＣは，目線をどのように保つか，その難しさに

じゃないですか，根本的なこと。

ついても述べている。

－それは例えばどういうことですか。

Ｃは歌を習っていた時期があり，その際，移動ドで

Ｃ．例えば，その変調していくとき（ハ長調・

習ったという。現在は習ってはいないものの，曲に

イ短調以外の調性のとき）には今弾いているの

よって，固定ドで考えられない場合があるという。相

でもレから始まりますね（この場合はニ長調）
。

対音感でとらえてしまうＣと，絶対音で指導する指導

レをどうしてもドと思っちゃいけないんですけ

者。そうしたずれがあった場合は学習者に寄り添い，

どね。
（略）ピアノの鍵盤をみるとレなんだけど，

指導者も移動ドで教えてほしいと望んでいることが述

その調でいうとドだからドと感じてしまう。ご

べられた。

ちゃごちゃになってしまうんですけど。

Ｃはまた，緊張して震えるなどとも述べているが，
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ピアノ演奏においては，年齢，経験を問わず起こりう

Ｂ．伝えてみることもあるけれど，先生はいく

ることであるため，特に高齢者特有のものとしては捉

つか探してくれたりしても，なんかピンとくる

えられないと判断した。しかしながら，慎重になるほ

ものが正直なかったかな。

ど間違える，神経を使うという点とあわせて考えると，
高齢であることが何らかの形で関係している場合も考

Ｂは取り組む曲について，簡易さ，弾き甲斐のなさ

えうるが，その後の発言からもその点を聴き取るには

を継続的に感じている。

至らなかった。

次にレッスン室の環境についての語りである。

４．３ 現状のピアノ学習で感じていること，要求・

【レッスン室の環境】−照明

支援

Ｂ． 私 は 老 眼 で あ ん ま り 目 が よ く な い か ら，

次に，ピアノ学習への要求等について語られた発言

ちょっと暗いなと思います。電気（照明）は先

をみていく。

生が特別製のものも含めて全部で 6 つ点けてく
れるし，いろいろと照明位置なども気にしてく

【音楽用語の理解と指導者の助言】

ださって，調整してくれるんですけど，ピアノ

Ｃ．私はあんまり，音楽的な言葉を知っている

を弾くとなるとには私にはつらいです。もう少

ような知らないような変なあれですから，知っ

し弾きやすい明るさだとうれしいです。お昼時

ていることもあるんですけど，何をおっしゃっ

に伺うと，今度は窓からの光が明るすぎるとき

ているのかわからなかったことがあるんです。

があって。先生には申し訳ないけど，見えない

それと，私は，フラットとあれ（シャープ・ナ

ときはもうそのまま目に頼らず，感覚でやって

チュラル）はわかっているんですね。でもそれ

しまう感じです。

が瞬間にわからずまごまごして。
Ｃ．とにかく私はなんだか，ミだか何だかなん

Ｃ．そうですね。目のほうはだんだんに（見え

かおっしゃられても，カーッとなってわからな

るようになった）
，去年手術しましたから。

くなるんですね。ミはミなんですけどね。オク

−手術する前はどうでしたか。手術する前に楽

ターブ上がって，あんまりいろいろ，こう，ま

譜を読むことはなにか…

ごまごするときがありますけどね。

Ｃ．ちょっと付点が見えないとか，それから五
線紙の何本目かがだんだん見えづらくなってき

要求として直接的に語られたものではないが，初歩

まして。ですからラとドを間違えたり，それっ

にあることを認識しているＣに対する指導者の助言が

て大変なあれになりますよね。ですから，
（楽譜

学習の援助とならず，むしろ阻害する場合があったこ

を）拡大して。

とが述べられている。尚，ここで妨げとなった指導者

−実際に，例えば部屋を手術する前は明るくす

の発言は，学習者がピアノを演奏中に発せられたもの

ればもうちょっと見やすかったとか，何かあり

のみ限定して述べられていた。

ますか。
Ｃ．はい。ただ，やっぱり，明るくして手元楽

【選曲について】
Ｂ

譜のところをよく照らさないとだめなんですよ。

今やっている曲集も前にやっている曲集も

ですから，部屋が明るくっても。ですから，ど

好きな曲が多いのですが，たまに曲に違和感を

うしてもああいうの（補助ランプ）が必要なん

感じるときがありました。物足りないっていう

です。

か，左手なんですけど。気持ちに余裕があると

−明るくすれば，いいというものでもないので

きは，もっと音符が多くても大丈夫っていうか。

すね。
Ｃ．そうですね。明るいのは全体的に手術した

Ｂ 大体はいいかなと思います，大体は。でも，

らなったんですけど（ママ）
，結局，高齢の老眼

下手でも，もうちょっとおしゃれな伴奏がいい

も入ってどんどんぐずって。

なとか思っちゃったりします。いけないわね。
−そのような考えを伝えていますか。

ＢもＣも自身の視力に問題を感じている。ピアノ教
室の照明について，指導者は一定の気遣いをみせては
−6−
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いるが，学習者が見やすいと感じるところまでは到達

Ｃ．家のは慣れていますけどとっても不足です

していない。

ね。とっても満ち足りない。ちゃんとしたピア

上記の他，自宅と教室の環境の違いについて下記の

ノで弾けばもっときれいに弾けるはず，ですか

ように戸惑っている様子が語られた。

らグランドピアノを弾きに（補足：時間貸しを
しているピアノレンタルへ）行くと確かにきれ

【レッスン室の環境】―グランドピアノ

いで，レッスンに伺って弾きますとね，ああそ

Ａ．やっぱり，音が，うちは電子ピアノなんで

うだなと思っていますね。限界として，あと 2 ，

すけど，音の幅というか，雰囲気が全く違うの

3 年電子ピアノではもう駄目かなあなんて思っ

で，もちろん，こちらで弾かしていただいてい

ております。電子ピアノって遊ぶものですよね。

る音のほうがいいんですけど，そういう響きは
レッスン室のピアノが弾けることに喜びを感じてい

家ではなかなか味わえないですね。
−では，レッスンに行って，そういったものが

るＡに対して，レッスン室のピアノが弾きづらいと感

味分わえるということですね。

じるＢ，自宅のピアノに不満を持つＣなど，様々な捉

Ａ．はい。

え方がみられた。そうした感じ方は，それぞれピアノ

−戸惑うというほどではないですか。

学習の意欲に関わるものとしても表れている。

Ａ．それは，あまりないんですけど。
Ｂ．楽しくお稽古しているんですが，できたら
Ｂ．ピアノの（補足：鍵盤の）重さが違う感じ

本物の曲もこれからやってみたい。

がします。それはこの形のピアノ（補足：自宅

−本物の曲とはなんですか。

はアップライトピアノ，レッスン室はグランド

Ｂ．例えば，ショパンとかモーツァルトとかで，

ピアノ）だからなのか，家のピアノが古いから

簡単にしていない曲。リストの愛の夢とか簡単

なのか。あとは，楽譜の位置（補足：譜面台の

にしたものを弾くときれいなんですけど，ＣＤ

位置）が全然違いますよね。うちのほうが手に

で聴くのとだいぶ違うんですよね。いつそれに

近いなって。一時期，先生が補助台を付けてく

チャレンジできるんだろう，もう無理なのかなっ

れたけど，手が当たったりしたので結局外して

て。

しまいました。今はもうだいぶ慣れたんですけ

Ｂ．弾けても，弾けなくっても，全部弾けなくっ

ど。

てもいいから有名なところだけでも弾いてみた

−楽譜台が遠いグランドピアノで弾くとどうな

いなって思います。

りますか。
Ｂ．うーん，楽譜を見ることが間に合わないか

前項とあわせて，Ｂが楽曲に弾きごたえを感じてい

ら，覚えている感じで弾いちゃいますね。

ない姿，簡易化された楽曲選曲のミスマッチがみられ

−覚えている感じで弾くとどうなりますか。

た。そうした要求がありつつも指導者に直接伝えられ

Ｂ．うまくいくときはいいけど，楽譜をみて弾

ている場合と，伝えられていない場合がみられた。理

かなきゃいけないときはひっちゃかめっちゃか

由の 1 つには，次のように指導者への信頼というもの

になるか，止まっちゃいますね。で，以前注意

があった。

されたところを楽譜に書きこんでいるんですけ
ど，それらはどこかへとんでっちゃいます。

【指導者への信頼】
Ｂ．そうは思っていても，私の進み方とかをす

Ｃ．うちの電子ピアノは良いらしいんですけど，

べて先生が知っていらっしゃるから。

やっぱり全然違いますね。
−どういったところが違うと感じますか。

Ｃ．私がそんなこと言ってね，そんなの私がで

Ｃ．ですから，音の響きも違いますし，それか

きるかできないかというのを先生が一番よくわ

らペダルがまた全然違うんですね。これは，ペ

かっていると思うんですよね。

ダルが恐ろしく違います。
−レッスンに来ると弾きづらいなという気持ち

Ａ．最終的に弾き語りというか，自分の好きな

になりますか，それとも家に帰って。

曲を 1 曲でもできればいいなという安易な気持
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ちでやっていたんですが，実際奥が深いですね。

Ｃ．そうですね，やはりとても高齢で，色々ま

弾き方なども。どこまでできるかわかりません

あちょっと状態として若い人に比べ劣りますか

けど，ある程度の自分なりのマスターの仕方が，

ら。

納得できればいいかなと思うんですけどね。

Ｃ．これは若かったらそんなことはないんじゃ

−では，弾き語りみたいなものを挑戦できたら

ないかとか，まあそこに結びつけてはいけない

と思うんですね。
（本来は弾き語りを望んでいる。

んでしょうけど，うちに帰って娘に言いますと

まだ，一度も学習していない。
）そのことを指導

ね。それはおかあさん，しょうがないわよって

者には伝えましたか。

いつもいわれるんです，

Ａ．ええ。レッスンに通い始めるときに。

Ｃ．もっとよく楽譜をみて弾くということにし

−それでも，まだ弾き語りには挑戦していない。

ないといけないと思うんですが，非常に年取っ

Ａ．はい。

てきているせいか，そこいらへんが，申し訳な

−取り組まないことについての説明はありまし

い，私も自分でダメって思っていますけどね。

たか。
Ａ．いいえ，ありませんけど，もうちょっとう

Ａは次の曲へ進むかを決めるのは指導者であるとし

まくなってからがよいのかなと。先生もそう考

て，その点においては自身を客体として捉えている。
上記のように，これまでの

えているのかなと思っています。

とあわせてみると，

後期高齢者であるＢとＣは年齢的な点についてある種
学習過程について指導者を信頼しつつ，任せる姿が

ネガティブな語りが多く見られた。しかしながら，そ

みられた。またそれにより，学習要求は満たされぬま

うした言動は学習意欲があるからこそのものとしても

ま学習者が心にとどめてしまっている様子もみられ

文脈からは捉えられる。
また上記の他，伝えきれていない要求として，レッ

る。

スンの内容に関すること以外のことでも次のようなも

しかしながら，上記のように指導者への信頼感とは

のがみられた。

異なる形で伝えていない場合もあった。それは，自身
の能力や年齢をネガティブに考えている場合である。

Ｃ．お願いがございますけど，ほかの方が前に
弾いていらっしゃるとき，
（補足：玄関ベルを）

【初心者であること，高齢であること】
Ａ．正直，僕の腕では（曲の仕上がりを判断す

鳴らしてもよろしい？暑くて暑くて。玄関に掛

ることは）はやいと思います。正直な話。

けさしてもらえるといいんですけど。すいませ
んけど 5 分か 10 分早くついてしまったとき。冬

Ｂ．なかなか言えないわ。そんなおこがましい

のほうが我慢できますけど。

こと。

−その点については先生にはこれまでお伝えし

Ｂ．いただいた楽譜が，その順番になっている

たことはありますか。

から文句も言えないし。今の自分にちょうど良

Ｃ．いえ，ありません。

い曲なんてあんまりないでしょ。下手で高齢な
さまざまな学習要求について，学習者は指導者の支

のに，欲が出ちゃうのね。
Ｂ．私は高齢だからか，準備に時間がかかるん

援を認めつつ，満たされない部分については自身の要

です。その点申し訳なく思っています。

求を少しずつ調整・修正し，現在のピアノ学習を肯定

Ｂ．いっぺんに音を 3 つ弾くときは，それでいっ

的に捉える姿もＡとＣにみられた。

ぱいいっぱいになってしまって，メロディーを
楽しむっていうよりも，ピアノを弾くのが大変っ

【学習要求を調整・修正する学習者】

て感じることがありました。そのせいで，曲が

（Ａが希望していた弾き語りに取り組まないこ

進まなかったり。私には時間があんまりないの

と，一冊の曲を順番に取り組んでいることにつ

に，こんなのでひっかかっちゃうと時間という

いて）

か人生を無駄にしたような感覚がしました。

Ａ．まだ，僕の場合は基礎段階だと思うのと，
いろいろな弾き方，それから，楽譜の内容も多
種多様ある，ごく一部しか自分でも把握できて
−8−
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いないので，順序立てて教わるのが僕は一番い

視覚的な問題においては，指導者が照明を追加し，

いと思うのですけど。

位置を調整する，楽譜台を新たに設置するなど支援的
な取り組みをしているものの解決には至らなかった。

【自分なりの課題意識・目標設定】

指導者自身では照明の明るさなどについて細かい点は

Ａ．今のところは，レベルについていけないか

わかりかねるため，その日の高齢ピアノ学習者のコン

ら，どこまで習ったことを実践できるかですね。

ディションに最も合うようなセッティングにする時間
を学習過程に具体的に位置付け，学習者に納得しても

Ｃ．丁寧に楽譜を見ることをしないといけない

らい進めるなどが必要であろう。その際，高齢の学習

んです。私はね。

者主体で行うほうが効果的である場合もあろう。

Ｃ．でもまただんだんね，私，86 ですけど，90

ピアノに関われる時間の制約，ピアノ学習の終わり

までとにかくお稽古を始めて 10 年はしたいと

の認識もあげられたが，支援の視点として重要なもの

思っていますから，あと 3 年か 5 年は頑張りた

である。あと何年できるか，どこまでできるのかと

いと思っています。

いった点を気に掛けるＢ，Ｃの語りを考えると，学習

Ｃ．
「ここまで弾けた」と思って終わりたいなと

の終わりかたを共有して，学習を継続することは重要

思います。

である。特に若いピアノ指導者は，そうした認識が高
齢のピアノ学習者よりも薄くなってしまうことは当然

ピアノ学習を始めたころとは異なる現在の学習動機

のことであろう。また，健康な高齢者に接していると，

や課題意識も語られた。

そうした終わりを認識する必要があるのかという感覚
を持つ場合もあろう。そうなってしまうと，高齢のピ

５．考察―高齢のピアノ学習者の支援

アノ学習者が抱いている未来志向の学習要求が，かな
り厳密に時間軸を意識して捉えていることに気づきに

本節では高齢のピアノ学習支援について，考察して

くくなってしまう。何に向けて学習を進めているのか，

みたい。

いつ，どの時期に，どこまでできるのかという意識も
共有することは，とりわけ後期高齢者を対象とした学

（1）高齢であること

習では欠かせない。その点は，ピアノ学習を中断して

本研究では，演奏における困難な点については，高

も，そののちに取り組む可能性のある，子供や後期高

齢であることよりも初歩の学習者であるという自己認

齢以前の成人とは異なる視点が指導者に問われよう。

識から発言されていた。難しさにおいて述べられてい
ることには，高齢者特有のものは「私は歳だから追い

（ 2 ）指導助言のタイミング

つかなくって」の他は見られず，ピアノ学習の初期に

演奏時における助言が有効に働くときと，働かない

おいて多くの学習者が課題とするものばかりである。

ときがある点が述べられていた。インタビューでは主

しかしながら，Ｃのように「状態として劣る」という

に後者の点が語られ，即時的反応が難しい高齢／初歩

発言もあり，そうした捉えは，言葉としては現れずと

の学習者には負担となっていた。そうした演奏中の助

も絶えず意識されているものとも考えられる。しかし

言等は，ある種，自分のペースで行えない，気を散ら

ながら，その発言後の文脈においては楽譜をみて弾く

してしまうという点において，混乱を生むため，その

ということに限定して述べられていた。

働きを配慮しつつ発言する必要があろう。

本インタビューにおいて高齢であることは，
・視覚的問題−老眼・拡大コピー

（ 3 ）選曲，学習動機・学習における変容と把握

・準備に手間取る

ピアノ学習開始時の動機の聞き取りにおいては，伝

・ピアノに関われる時間の制約，ピアノ学習の終わり

統的なピアノ学習観を抱いているのか，またそうした

の認識

学習を望んでいるのか，反対に，そうしたものよりも

・自身の学習要求を抑制

初歩の大人が楽しめるようなピアノ学習を想定してい

等の点に関連して述べられた。

るのかについてしっかりと捉え，共有する必要があろ

また高齢者とは断定できないものの，
「カーッとなっ

う。

てわからなくなる」といった点も何らかのかかわりが

また，そうした学習者の要求は，学習の進展におい

ある可能性は否定できない。

て徐々に変容していくものである。そのため，ある時
−9−
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期にそうした要求や希望を聞きとるだけにとどまら

のうち，高齢のピアノ学習者 3 名に共通して見られた

ず，これもまた継続的に捉えていく必要があろう。

のは，指導者併存しつつも，どのように主体として学

しかしながら，初歩の学習者でもあるため，取り組

びを構成するかということであった。

みたいと考える曲を弾いても満足できない場合もあ

先にも述べたが，初心者である高齢のピアノ学習者

る。たとえばＢのように，より難しいものを希望する

は，ピアノ学習が本来的にどのように進められるのか

学習者の場合は，それを丁寧に説明するとともに，現

ということが包括的に意識化できない存在であり，他

在の曲でどういった内容が学べているのか，その学習

方，指導者はそのプロセスを熟知している人という捉

が希望する曲の演奏にどのようにつながるのかについ

えにあることである。

て伝える必要があろう。その際，Ｂが求めていた本物

（ 3 ）で述べた継続的な確認と了承というものをして

感というものがどういった点で感じられるのか，どう

いく中で，学習者Ｃのように，日々揺れ動く自分の主

いったことができれば満たされるのかについても聴き

導性と依存性を認識している場合は，前回主導的に述

取る必要があろう。

べたものの，その後は依存的側面が強く表れるという

本物感を感じ取りたいＢのような学習者にはピアノ

ことは起こりうるものである。そうした揺れ動きを活

中級・上級者が用いるような演奏上の技術（コツ）を

かしつつ，主体性を何らかの点において保持し，進め

教えるなども有効ではないか。例えば，ピアニスト・

ていき，固定的なものとせず，新たに更新し続けてゆ

ルービンシュタインが，自身の演奏能力の加齢による

く姿勢が問われよう。

衰退を，印象操作（速い演奏箇所の前はよりゆっくり
と，など）9）といったダイナミズム等で補完していた

（ 5 ）他のピアノ学習者との交流

などを参考にしてもよいだろう。

本研究では学習者と指導者が，マンツーマンで行う

またあわせて，初歩の学習者は何が基準となり難易

ピアノ学習のみを対象としたが，学習者Ｃのように，

度が決まるのかそれ自体が理解しづらいということも

他者の進度がつかめず，自分だけが遅いのではないか

考える必要がある。元吉は，シニア向けのピアノ学習

といった点を心配する場合も起こる。高齢の学習者が

講座に参加した学習者の選曲に関する言葉として，
「楽

他者，とりわけ年齢的に差のある学習者と比較してネ

譜の読み方もわからない，何もわからないのだから選

ガティブに捉えてしまう危険性はあるものの，学習に

びようがないし，どの程度の曲が自分にも弾けて，ど

おいて苦労している点や現在の課題意識などを，指導

の程度が無理なのかもわからない（略）
」といった事

者を交えて伝え合うことも一つの有効な支援であると

例を挙げている。10）

いえる。年齢に関係なく，ピアノ学習において難しさ

上記を配慮するとともに，問題意識や要求等を共有

や課題をもっていることを理解してもらうことは意味

する際には，高齢だから，初歩だからということで伝

のあることであろう。そのために，そうした他者，他

えるのをためらう，指導者を信頼しているからこそ伝

年代のピアノ学習者にも協力を求めつつ，指導者が相

えないことがある点を踏まえる必要があろう。学習者

互交流を積極的に促すなども，一つの有効な支援とし

自身で解決，納得しようとするこうした物分かりの良

てあげたい。

さは，指導者との関係性を壊さずにうまく進めてゆけ
る半面，学習者の自己実現が，先送りされているとも

６．おわりに

捉えられる。Ａが最も望んでいたのは弾き歌いであっ
たが，弾き歌いをするということは，ピアノを弾くこ

高齢期にピアノ学習を始めるということは，技能的，

と以上にさまざまな側面を求められるものの，コード

音楽理解の側面において，負い目ともなりうる点は否

伴奏による弾き語りなどは，ピアノ初歩であっても，

定できないものの，ある種の未来志向，これができた

高齢であっても，可能なはずである。

ら次へというある種の希望を持っている姿が捉えられ

他者が抱くエイジズム，というより，自分自身が高

た。高齢であり，初歩であるという中において学習者

齢期であるというエイジズムにとらわれている様相で

が望みうる最大限の自己実現が果たされるよう，指導

もあり，指導者はその点を配慮すべきである。

者は支援する必要があろう。
本研究では，前期高齢者，後期高齢者の両者を対象

（ 4 ）指導者への依存と学習者の主体性

として行ったものの，その差についてはほとんど言及

ピアノ学習における難しさや，ピアノ学習における
学習要求とのずれ等を検討してきた中で語られた内容

できなかった。超高齢社会という観点から考えると，
そうした差にも言及してゆく必要性があろう。その点
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