
第１章　ディスポキネシスとは何か

演奏行為は能動的で創造的な活動である。演奏行為において心技体が調和するためには、
能動的な姿勢と動きが不可欠である。ディスポキネシスが調和と不調和の性質をどのよう
に捉え、能動的な姿勢と動きをどのように捉えているのか。本章では、ディスポキネシス
成立の経緯や現状を簡単に紹介した上で、ディスポキネシスにおける能動的な姿勢と動き
の理論を中心に紹介する。

1. ディスポキネシスの歴史と現状

私たちは演奏家としての成長過程で、調和したエネルギーと不調和なエネルギーの違
いを学ばなければならない。それは私たちの人間性や能力など内的な状態と常に関わ
っている。自己観察は、自分自身と、隣人と、聴衆と、生徒と、関係していくために
欠かせない一つの能力である。自己観察を通じて、自分の存在を認識することによっ
て、自己価値（自信）の感覚は育っていく──クラースホルスト1

1.1 ディスポキネシス成立の経緯
ディスポキネシス（Dispokinesis）とは「自由に使える（ラテン語のdisponere）」＋

「動き(ギリシャ語のkinesis)」という２つの概念に由来した造語で、演奏表現のために「運
動能力が自由に使えること」を意味している。演奏行為における様々な不調和を身体的観
点から助けるために、1960年代にオランダ人の理学療法士クラースホルスト（Gerrit
Onne van de Klashorst）（図1-1）によって創設された。クラースホルストは演奏家の両
親を持ち、幼少よりピアノ、その後ヴァイオリン・チェロ・声楽などを学んだ。19歳のと
き交通事故のために右手の２本の指を失うまでピアニストを目指していたクラースホルス
トにとって、演奏家の心身のコンディションの問題は強い興味の対象だったようである。
事故で演奏家としての道を断念した後、彼は演奏行為における「調和──演奏行為の際に
起こる痛みや疾患等の障害の原因究明・解決と予防、演奏技術の困難の解決──」をテー
マに研究することを決意する。1948年より理学療法士になるためにオランダで生理学・
解剖学・運動学などを専攻、1953年より理学療法士となって、まずは治療者として演奏
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1927年 オランダAerdenhout生まれ。
1932年 ５歳よりピアノ、ヴァイオリン・チェロ・声楽を学ぶ。
1946年 事故で右手２本の指を失い、音楽家としての道を断念。
1948年 オランダ（ライデン・ユトレヒト）で理学療法、解剖学、運動学（当時キネシオロジー）を専攻
1953年 オランダ（Wageningen）にて理学療法士として働き始める。
1958年 オランダ（Wageningen）のPieter Pauw病院にクラースホルスト・インスティチュートを設立

(〜1993年)。ディスポキネシスを理学療法とリハビリテーション・プログラムとして一般と演
奏家の患者に導入。

1960年代 現在の教師養成コースの前身となる集中セミナーを度々行う。
1965年 財団法人オランダ・ディスポキネシス・センター設立（〜1998年）。
1968年 オランダWageningenに正式に教師養成の資格コース「演奏家と理学療法士のためのディスポキ

ネーシス」を設立
1969年 アムステルダム・スウェーリンク音楽院講師に招かれる（〜1974年）。
1970年代 約10年間に渡りアムステルダム大学アムステルダム・メディカル・センター病院（AMC）神経科

で神経生理学者J.M.B.V.de Jong氏と共にカイロプラクティックとディスポキネシスの共同作
業を目的とした協同研究を行う（参考文献"Orders and disorders of Posture & Gait", Bles und
Brandt, "Elsevier Adam", NL)

1977年 『Inleiding in de Dispokinesiotherapie et Paedie』執筆。
1977年 子供の運動の未発達をテーマとした研究・治療グループを発足（メンバーは小児科医、心理学者、

神経学者、整形外科医、理学療法士、小児療法士、州立学校医、書記官により構成）。
1990年 ドイツ・オーバーハウゼンに拠点を移しディスポキネシス・ヨーロッパ協会（EGD）を設立。

教師養成コースを組織。これまで170名を超える演奏家をディスポキネシス・トレーナーとし
て養成。

1997年 著書『演奏家のディスポジション』Broekmans & van Poppel,Amsterdamより出版。
1998年 ディスポキネシス・ヨーロッパ協会での教師養成コースの指導をアンジェリカ・ストックマン、

エルンスト・ヴェネンダールら後進に引き継ぎ、ドイツ・ミュールハイムに新たにディスポキネ
シス・国際センター（IDfD）を設立。

2008年現在 80歳を超えてなお現役で、執筆活動と教師養成トレーニング・コースでの指導にあたっている。

図1-2　Pieter Pauw病院図1-1　クラースホルスト
（Gerrit Onne van de Klashorst）

表1-1　クラースホルスト（Gerrit Onne van de Klashorst）略歴



家の身体問題との関わりが始まった。1958年にオランダのWageningenのPieter Pauw病
院（図1-2）にクラースホルスト・インスティチュートが設立され、彼は医学領域と密接
に連携しながら、理学療法に独自の手法を組み込んだ治療と教育活動を開始した。1965
年頃には患者グループは主に、①演奏家の身体的障害・疾患の治療部門50%　②医学的観
点から問題のない演奏家の演奏問題に対する教育的部門20%　③子供の運動未発達の部門
10%　④一般外来の診療　⑤特別な障害への治療─　の５つに分けられた。これらの実践
と研究が現在のディスポキネシスの原型となっている。

クラースホルストは、理学療法の技法と演奏行為を結びつけ、演奏行為に適した能動的
な姿勢と動きの感覚を習得するための姿勢と動きのエクササイズ（Urgestalt von
Haltung und Bewegung）と呼ばれる練習法を編み出した（詳細は第２章1.1参照）。さら
に演奏行為に不可欠な手指の微細運動練習を発展させた。また能動的な姿勢と動きの理論
を、全ての楽器（声楽・指揮を含む）に関連づけ演奏表現を助ける様々な試みを行った。
さらに、楽器の不安定な保持や、力学的に不安定な直立姿勢は、微細運動能力の育成を妨
げる可能性が高いことから、楽器の必要性や特性に応じて人間工学2の視点から物理的な条
件が最適化できるように、補助器具の開発を行った。具体的には、イス座位の姿勢を最適
化するための座面傾斜を持ったクッション、ピアノや古楽器など特定の楽器のための数種
類のイス、管楽器奏者のためのベルトや親指のサポート器具などが挙げられる。しかし人
間工学の視点とは、必ずしも補助器具の有無を示すものではなく、ディスポキネシスが

「人間を楽器に合わせる」のではなく「楽器を人間に合わせる」という根本的な考えを持
っていることを示している。

1.2 ディスポキネシスの「教師養成コース」
1968年、クラースホルストは演奏家たちがディスポキネシスの実践手法を学び、指導

できるようになるための資格コースをオランダで本格的に始動した。1989年には、ドイ
ツ国内にディスポキネシス・ヨーロッパ協会を設立し、２年間の資格コースとして「ディ
スポキネシス教師養成コース（Lehrgang Dispokinesis──postakademische
Zusatzausbildung zum Dispokineter）」が規則的に開催され始めた。ここでは現在までに
170名を超える演奏家がディスポキネーター（協会公認の資格を持つ教師）として養成さ
れている。

1998年度以降、ディスポキネシス・ヨーロッパ協会による教師養成コースは創設者の
クラースホルストから、A.ストックマン氏とE.ヴェネンダール氏に引き継がれた。2005
年度からは、それまで２年間だったコースが３年間に拡張され内容の充実が図られた。私
がリサーチを目的として参加した2005年〜2008年の教師養成コースは、ドイツ・デュイ
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２年次

３年次

レッスン実習＝２年目のカリキュラムではディスポキネシスのエクササイズのレッスン実習、３年目カリキュラムではディ
スポキネシスのエクササイズと楽器演奏を結びつけるためのレッスン実習を行う。

Urgestalten＝ディスポキネシスのエクササイズ実践。Dispokinesiologie＝ディスポキネシス理論の講義。

表1-2　2005年〜2008年の教師養成コース３年間のカリキュラム
１年次



スブルクの音楽学校を会場として、週末の２日間で集中的に12時限の授業が行われ、それ
が１年次８回・２年次９回・３年次６回の計23回開催された。参加資格は音楽大学卒業あ
るいはそれと同程度の音楽教育、ディスポキネシス認定教師によるディスポキネシスのレ
ッスンを半年以上受けた者に認められ、それぞれの年次終了と共に試験が行われて進んで
いくシステムが取られていた。

このコースでは１年次にディスポキネシスのエクササイズや演奏実践など、理論よりも
実践中心の内容でまず参加者自身の経験を深めたのち、２年次〜３年次は教育的観点から
の内容が主要となった。２年次にはディスポキネシスのエクササイズを教えるためのレッ
スン実習、３年次にはそれに加えて全ての楽器（声楽・指揮含む）を対象にレッスンでき
るようになるための実習が行われた。またプロの演奏家でもあるディスポキネーターや神
経生理学者、理学療法士などが招待され、楽器別（声楽を含む）の共通点や差異点の紹介
とそれに対するアプローチの仕方、神経生理学的観点から演奏行為とディスポキネシス実
践を考察していく授業、解剖学・生理学・病理学についての基本情報が提供された。
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2. ディスポキネシスの主要な概念

2.1 演奏行為における「調和（Disposition）」と「不調和（Indisposition）」
ディスポキネシスでは演奏家が自分の音楽的なイメージを妨げなく自由に表現できる、

という状態を調和（Disposition）、それに対して何らかの原因で調和が失われている状態
を不調和（Indisposition）と定義している。ここで使われている調和（Disposition）とい
う言葉は、ディスポキネシスという名前の語源ともなっているラテン語の「disponere」
に由来する。「disponere」は直訳すると「自由にできる、意のままにする」という意味を
持つが、ヨーロッパではこの言葉はパフォーマンスの感想を述べる場面で「今日は調子が
良かった（disposition）」「あまり調子が出なかった（indisposition）」というようなニュ
アンスで一般的に用いられるようである。

ある音を弾きたいと思っているのにその音に指が届かない、音色のイメージがあるのに
思った音色が表現できない、手を速く動かしたいのに腕が硬直して動かせない、といった
状態は不調和である。不調和とはいわば「意志と実際のズレ」であると言えるだろう。な
ぜこのような不調和が生じるのだろうか。指が動かないとき、問題は指にあるのだろうか、
それとも音楽や動きのイメージにあるのだろうか。あるいは私たちは行為に先立つ準備や
内的イメージを認識しているだろうか。

2.2 調和を妨害する「ステレオタイプ（Stereotyp）」
演奏行為における調和を妨げる要因の一つとして、習慣的な身体反応や身体使用の傾向

をディスポキネシスではステレオタイプ（Stereotyp）と呼んでいる。ステレオタイプと
は、日本語ではしばしば「癖」という言葉で表現されるような、習慣化され選択の余地な
く発生してしまう画一的な反応のパターンを指している。

もちろん人間は成長過程で様々な習慣を身につけなければならない。日常生活において
も、演奏行為のためにも、様々な能力が習慣づけられ、ある程度自動化3された運動プログ
ラム4として習得されることは不可欠である。例えば私たちが日常何気なく行っている動作
の多くは、方法を考えるまでもなく無意識に遂行されている。そうでなければ私たちが
日々自由に動き回ることは不可能である。演奏行為においても同様にドボルザークのチェ
ロ協奏曲を練習しているチェリストが「どのように左手を拡張型にするか、親指や人差し
指をどのように、どの程度動かすべきか」というような事を毎回意識しなければならない
としたら、一つの楽曲を練習することは考えられないほど困難になる。基本となるスキル
が練習によって習慣づけられて、運動プログラムとして構築されていることは、より高度
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な演奏表現のために必要不可欠であると言える。すなわち演奏行為は最終的には多くの自
動化されたスキルに支えられている。

しかし習慣の中には癖と言い換えられるような、無意識であるがゆえに不自由や痛みを
引き起こす原因となる不都合なものもある。それは姿勢や動き方の癖であったり、考え方
や思い方の癖、関係の中で現れる癖であったりする。例えば私たちが「活動的でありたい」

「何かに集中したい」と思うとき、身体はどのように反応しているだろうか。集中したい
対象へ過剰に注意を向けることによって目や首などを緊張させていないだろうか？自己防
衛的に身体を縮めていないだろうか？浮き足立つ感じはないだろうか？呼吸を止めていな
いだろうか？肩肘を張っていないだろうか？いつもがんばりすぎている感じはないだろう
か？その頑張りは動きや表現にどのような影響を与え、自身にどんな感覚をもたらしてい
るだろうか？あるいは、自分自身が状況にどのように反応しているかを感じ取りながら、
行動を選択することができているだろうか？

ステレオタイプは選択の余地なく反射的に起こり、それゆえに創造的なプロセスや、演
奏行為に必要なさまざまな能力の成長を妨害する可能性がある。例えばアンバランスな姿
勢や不自然な運動パターンが行為にどのような影響を及ぼしているか認識されずに常に発
生するならば、それは全ての状況に支配的に、すなわち妨害的に働くことになる。

2.3 調和した状態を「誘発（entlocken）」する
長い習慣によって固着化したステレオタイプな姿勢や動きは、当事者にとっては無意識

化している場合が多い。そのため、ステレオタイプが妨害要因となって行き詰まっている
状況を打破するためには、多くの場合に他者の観察による手助けが不可欠となる。

クラースホルストは観察と問いかけを通じてステレオタイプを認識させ、調和した表現
を導くために誘発（entlocken）と名付けた手法を意識的に用いた。「entlocken」はしば
しば「heraus-locken」とも呼ばれる。「heraus」は「（向こうの中から）こちらの外へ」
あるいは、比喩的に「（はっきりしなかったものが具体的な形をとって）表へ」、「locken」
は「呼び寄せる、誘う、（…の）気持を動かす」という意味からなる。直訳すれば「誘い
出す」というような言葉に置き換えられるが、本論では誘発と呼ぶ。

2.3.1 行為に関わる脳内の様々なイメージ
誘発について論じる前に、演奏行為とそれを指令する脳の関係を簡単に整理しよう。私

たちが何か行おうとするとき、脳内では意識の有無に関わらず、あらかじめ行為が予想さ
れている。このような行為の心的シミュレーションを、イメージと呼ぶ。しかしイメージ
はあらかじめ脳内に存在しているものではなく、経験によって育成されてきたものであり、
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経験によって変化していくものである。
ペルフェッティによれば、あらゆる行為には運動イメージが先行する5。認知運動療法に

力を注ぐ理学療法士の宮本は「運動イメージには、あたかも自分が手足の関節を動かして
いるかのような運動感覚イメージ（一人称による運動感覚表象）と、誰かが運動している
のを見ているような視覚イメージ（三人称による運動の視空間表象）に分けられる。例え
ば行為において自分（あるいは第三者）の体がどのように動くかということを映像として
イメージできる、というのが視覚イメージである6」と述べている。すなわち、筋感覚や触
覚などの固有感覚では動きがどのように感じられるかをイメージできる、というのが運動
感覚イメージである。

例えば段ボール箱を持ち上げようとするとき、箱一杯に本が入っていると予想する場合
と空き箱だと予想する場合では、行為に先立って準備される筋群やその強度などは変化す
る。その身体感覚は実際に行為を行わなくても、イメージするだけで感じ取ることさえで
きる。このように動きがどのように感じられるか、というのが運動感覚イメージである。
運動プログラムは、状況に応じて、五感と体性感覚（運動覚・位置感覚など）から入力さ
れるさまざまな情報と、過去の経験を照らし合わせて構築されるが、その最も重要な構成
要素としてイメージがある。従って運動イメージの変化は、運動プログラムを改変させる
と考えられる。

演奏行為には脳のほぼ全領域──体性感覚野と運動野、聴覚野、視覚野、大脳の最も内
側で情動や記憶を司る大脳辺縁系など──が使われている（図1-3）。例えばピアニストを
対象とした実験では、ピアニストがピアノ演奏を聴くときに、実際に手を動かしていなく
ても大脳皮質の運動野に活動が現れ、音声のない鍵盤上の指の運動を観察する時にも、聴
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図1-3　演奏行為に関係する脳の領域



覚野や運動野に活動が見られるということが確かめられている7。これはすなわち視覚情報
のみで、どのような音が響いているかという聴覚イメージや、実際に演奏しているときの
運動感覚イメージが連動しているということである。これはピアノを演奏したことのない
人には起こらない現象であり、楽器演奏の練習は、視覚・聴覚・触覚・運動感覚など異な
る感覚を統合する過程であるとも言える。音楽的な文脈から生まれた音色イメージ8や音楽
の全体的なイメージは、それを演奏する時の運動イメージと連動して、実際の表現を生む。

演奏の実技レッスンでは様々な言葉や模範を示すことによって、これらのイメージのい
ずれか、あるいは複数に影響を与え、それによって音楽に合致した表現を導き出そうとし
ていると言える。動きの指示や、軽い音で、深い音で等の、音色や音楽的な表情について
の指示によって、運動プログラムは改変され、表現は変化する。また同様に、上手な演奏
を見たり聞いたりすることも変化のきっかけとなる。このようにイメージの変化によって
表現の変化が発生する過程は多様である。

2.3.2 誘発と指示の違い
クラースホルストが提唱する誘発という手法は、上述したように演奏行為が脳内の全領

域のつながりによって生まれるという理解に基づいている。例えば、柔軟かつ張力感のあ
る演奏に適した手の状態を導き出したいとき、愛犬の背をなでる手のイメージは、手の形
としての現象を生むだけでなく、その行為に伴う感情をも含んだ身体感覚を導き出す。胸
部の緊張を緩和するために、日向ぼっこしているときの感覚を思い出すことによって温か
い感覚が得られ、温かい感覚が柔らかい状態を導き出す。このようにイメージや情景、エ
ピソードを想起させることによって、脳内の全領域を巻き込み、全身の感覚を導き出そう
とすることを誘発と呼ぶ。

一つの運動イメージは特定の状況のみに対応した特定の筋群によるものではなく、さま
ざまな行為の中で共有されているとも考えられる。そのため、演奏時に持ちたい運動感覚
は、演奏以外で類似の感覚を伴う経験からイメージを転用することが可能である。また、
クラースホルストは「言葉には積み込まれているものがある（Worte haben Ladungen.）9」
と述べており、特定の言葉が特定の身体反応と連動していることを重要視している。

またストックマンは教師養成コースのレッスン実習10で受講生達にしばしば「誘発とは
『tu,was ich sage（私の言うようにやりなさい）』とは異なる」と述べていた。誘発の対極
にある概念を本論では指示と呼ぶことにする。例えばヴァイオリンの運弓動作の指導のた
めに「元弓から中弓は上腕による動き。中弓から先弓は肘から前腕による動き。弓元へ向
かうアップボウでの手首の角度は・・・」というような説明がしばしば行われる。この場
合、演奏技術を伝達するために、目的とする動きやフォームの視覚イメージが指示されて
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姿勢は動きに先立つ。
「座る」とは「立つ」の中断である。「立つ」とは
目に見えない「動き」である。
──クラースホルスト



いる。
このような運弓動作の指示を、日常的な動きに置き換えて考えると、どのような運動感

覚が生まれるだろうか。コーヒーカップを手に取って口に運ぶ動きを、前腕や上腕の動き、
肘の高さなどに注意して実行しなければならないとしたら、不自然でぎこちない動きが生
まれないだろうか。コーヒーカップを口に運ぶ、といった日常的な動きのほとんどは、運
弓動作と同様に数多くの筋群と関節の運動によって起こっているが、私たちはその動きを
目標地点の明確な流動的かつ直接的な動きとして感じている。動きは、その都度「飲みた
い」という欲求に動機づけられ、コップの大きさ、重さ、温度など様々な感覚入力が処理
されて生まれている。

運弓動作とコップを取る動きを同時に論じることは少々乱暴かもしれない。しかし運弓
動作も本来一つの流動的な動きとして感じられるべきものであろう。視覚イメージは奏法
を論じる上でも意義がある。しかし視覚イメージは三人称によるイメージであるため、学
習者の一人称によるイメージである運動感覚イメージに統合することができなけれぱ、学
習者にとって不自然な運動感覚を強いる危険性を持っている。動きそのものの分析的な説
明や理解が、本来望まれる動きを誘発するための運動感覚イメージとして適しているとは
限らないことは、考慮されるべき重要な点である。

イメージを刺激して動きや表現を誘発する、という手法は演奏家にとって決して目新し
いものではないかもしれない。しかしクラースホルストが誘発という手法を徹底した背景
には、演奏教育における技術や表現が、こうあるべきという答えを示される傾向が強いこ
とに対する考慮があったのではないかと考えられる。運動感覚とは客観的な真実ではなく
主観的な感覚である。誘発とは、ディスポキネーターが演奏者自身の内面を発掘する伴走
者である、という態度を示しているとも言えるだろう。
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3. 能動的な姿勢

演奏家にとって絶え間ない集中力と正確性が求められる舞台上では、姿勢にも動きにも
安定性と同時に出来るだけ多くの柔軟性が必要となる。調和の取れた状態は、硬直してい
るわけでもなく弛緩しているわけでもない、活動するためにちょうど良く覚醒している状
態だと言えるだろう。このような状態に伴う感覚を内的張力（Innere Spannkraft）と呼
ぶ。クラースホルストは、痛みや表現の不自由感まで、大小の障害を抱える演奏家達を観
察する中で、演奏行為における問題の多くがステレオタイプな立位姿勢に起因して、内的
張力を失っていることによると考えた。ここでは内的張力を持つ身体状態のメカニズムに
ついてディスポキネシスの理論を紹介する。

3.1 安定感を持つ姿勢のメカニズム
私たちは地球上にいるかぎり重力の影響下にある。地球上の物体には、全ての部分に地

球の中心に向かう重力が作用している。「立ち上がる」とは、重力に抵抗し重力と逆向き
のエネルギーを生む人間の能動的な行為である。人間は二本足で立つことで、上半身や手
指を自由に使うことができるようになった。安定した直立（座位を含む）は、いわば手指
が自由な運動能力を獲得するための前提と言える。

立ち上がろうとするとき、人間は地面の抵抗を使う。地面は重力エネルギーをいったん
遮断して、私たちの体を常に支える面として重要な役割を果たす。そのため、このような
平面を支持面と呼ぶ。支持面の抵抗を利用することで私たちは重力という下向きのエネル
ギーを、立ち上がるための上向きのエネルギーである直立エネルギーに変換している。

安定した直立とは、重力のエネルギーと直立エネルギーのバランスが取れた状態だと言
える。重力は力の方向が平行であるため、その作用点を一つに合成することができる。そ
の作用点を物体の重心、重心を通る垂直線を重心線と呼ぶ。図1-4は安静立位において、
直立姿勢を乱すように働く重力の影響を最小にして、かつ直立を保持するのに要する筋活
動やエネルギー消費が最小となる理想的なアライメント（配列）である。このとき身体の
前後・左右のアライメントは頭部・体幹・四肢の各体節の重心線（図1-5）にほぼ一致し
ている（中村・他2002）11。安静立位姿勢であっても、脊柱起立筋、腹筋、腸腰筋、大腿
筋膜張筋、大腿二頭筋、腓腹筋、ヒラメ筋、前脛骨筋など、多くの筋に持続的な筋活動が
観察されている（Basmajian et al.1985）12。このような姿勢バランスを保持するための
筋活動を本論では、静的、あるいは保持的な筋活動と呼ぶことにする。

直立に必要とされる筋活動は、アライメントが重力方向に対して良いバランス関係にあ
れば最小となる。すなわち効率良く直立できるほど、身体は姿勢保持のための筋緊張から
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解放されるため、演奏を行う際の上半身や四肢の運動に自由度が増加する。逆に、重心線
が重力方向に対してアンバランスな状態が続くと、本来不要な保持的筋活動が持続的に強
いられ、上半身や上肢の動的活動を制限することになりうる。

また動きに先行する姿勢のバランス機能として予期的姿勢調節と呼ばれるものがある。
これは、体重心の移動を伴うような意図的運動のとき、意識されている身体部位の運動に

先行して生じる姿勢の変化を指す。例えば上肢の挙上運動の遂
行に先行して、同側の下肢筋（大腿二頭筋）に筋放電が出現す
ることが確かめられている（Belen'kilら1967）13。これは、日
常の生活体験を通して獲得された多くの運動適応の中の一つで
あり、四肢の随意運動をスムースに遂行させるために駆動され
る積極的な姿勢調節機能として理解されている。この現象は、
目的とする随意運動をスムースに遂行するために、姿勢が動き
に先行して準備されるメカニズムを示している。クラースホル
ストは、「姿勢は動きに先立つ14」と述べており、姿勢の安定性
が動きの自由度の前提となることは、ディスポキネシスの重要
な考え方の一つである。

3.2 自由な動きの前提となる足裏-床接触（Bodenkontakt）
と下腹部張力（Unterbauch-spannung）

安定感を持ち、上半身の動きの自由が最大限確保されるよう
な姿勢を目指す上で、直立エネルギーを発生させる支持面と身
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図1-5　身体の重心線

図1-4 基本的立位姿勢の理想的アライメント



体の接触の質は重要な要素である。ディスポキネシスでは支持面に能動的に触れて感じる
行為を床接触と呼ぶ。そして立位において支持面に接触しているのは足裏だけであるため、
特に足裏-床接触（Bodenkontakt）は重要である。

人間の足裏は土踏まずと呼ばれるアーチを持っている（図1-6）。アーチ状の土踏まずは、
足の裏にかかる重さを３カ所に分散させ安定して体重を支える役割を果たしているため、
足裏-床接触ではこの３点の関係が重要である。例えば踵部分に大きな比重がかかってし
まうと、身体の重心線は後傾する傾向になり、姿勢バランスが悪くなりやすい。クラース
ホルストは「『立つ』とは目に見えない前に進む『動き』である15」と述べている。足の前
方（爪先部分）は、全身が前へ向かおうとするとき、動きを支え促進する機能を果たす部
分であるため、能動的な足裏-床接触を誘発するためには、足裏の前部分が特に重要視さ
れる。

クラースホルストによれば、「足裏が能動的に支持面に接触すると、『足底筋→ヒラメ筋
→ハムストリングス（大腿の後方）→錐体筋』に連鎖的な筋張力が発生する16」（図1-7）。
このような筋張力は姿勢保持のために発生する体内の働きであり、総称して姿勢反射

（Postural Reflex）と呼ばれる。これらの筋張力は予期的姿勢調節における筋群とも類似
している。すなわち足裏-床接触は、上肢の動きをスムースにするための予期的姿勢調節
を誘発するきっかけとして理解することができる。

足裏-床接触によって発生する姿勢反射の中でもクラースホルストが特に重要視してい
るのが、錐体筋（m.pyramidalis）の役割である。錐体筋は非常に小さな錐体の形をした
筋であり、恥骨に起始し、白線につながっている（図1-8）。白線は胸骨の最下部（剣状突
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図1-6　足のアーチ（足弓）
足のアーチは骨、関節、靱帯および筋の要素が組み合わさって構成されている。

内側縦アーチ、外側縦アーチ、横アーチの３種類があり、力学的に合理的な荷重支持に役立っている。



起）から恥骨結合を結ぶ強靱な繊維帯である。錐体筋の張力は白線に張力を与える役割を
果たす。白線の両側には腹直筋・腹横筋・外腹斜筋などの腹筋群が接しているため、白線
の張力は腹壁にも微少な筋張力を発生させ、上半身（骨盤・脊柱・胸骨・胸郭）の直立を
助ける。つまり錐体筋張力は、上半身を必要最小限の筋活動で直立させるための調整役と
して重要な役割を果たす、とクラースホルストは考えたのである。そしてそれは同時に、
錐体筋張力が上肢の動きをスムースにする調整役を果たすことを示唆している。

錐体筋張力は下腹部張力（Unterbauch-spannung）とも呼ばれているため、本論では
下腹部張力と呼ぶ。下腹部張力は、本来調和の取れた身体状態では自然に機能するもので
ある。しかし演奏家だけではなくスポーツ選手や演技者、あるいは日常生活での状況に至
るまで多くの人間が、自分の調子が良いと感じるときに、腹の底から沸き上がるエネルギ
ー、あるいはその辺りに何かを感じており、そのエネルギーを意識的に使おうとしている
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図1-8　a=錐体筋、b=白線

1.足底筋、足底腱膜
2.ヒラメ筋
3.ハムストリングス
4.錐体筋

図1-7　足裏-床接触による姿勢反射

a=錐体筋

b=白線



ことは興味深い。ディスポキネシスの下腹部張力の考え方はこのような実感を理論化する
試みであるとも言えるだろう。

3.3 下腹部張力を妨害する生理的要因
下腹部張力は、本来調和の取れた身体状態では自然に機能しているものである。しかし

身体の要である脊柱周辺に過度な保持的筋緊張が習慣化されていると、下腹部張力は機能
しにくくなる。なぜなら、背側にある脊柱周辺の筋群と腹側にある下腹部張力は互いに拮
抗筋（互いに逆の働きをする筋）として機能するため、背側の収縮により腹側が弛緩する
傾向があるからである。そのため脊柱の状態を観察することは特に重要である。

脊柱（図1-9）は７つの頸椎、12の胸椎、５つの腰椎、仙骨、尾骨から成り、側面から
観察するとゆるいＳ字カーブの彎曲を持つ。腰椎は本来ゆるく前彎している。しかし腰が
反るといった姿勢のステレオタイプによって腰椎の前彎が過剰になると、肩は後方へ引っ

張られ、必然的に手の前方へ向かう動きは制限されることになる。この状態を腰椎過前彎
と呼び、腰椎と骨盤を結合する多くの筋群に高い緊張を強いて、下腹部張力の機能を奪う。
胸椎は本来ゆるく後彎しているが、一般的に猫背と呼ばれる状態のような姿勢のステレオ
タイプを胸椎過後彎と呼ぶ。胸椎の過後彎は胸部の空間を狭め、手の動きを制限する。さ
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図1-9　脊柱：左=前面、右＝側面
仙骨と尾骨は後方への彎曲、腰椎は凹状（前彎）、胸椎は凸状（後彎）、頸椎は凹状の彎曲を持つ。



らに腰椎が過前彎した状態で緊張したまま、手を前に持って行こうとする場合、肩帯だけ
が前にシフトしようとして胸椎の過後彎が発生する。腰椎過前彎や胸椎過後彎が発生する
と、脊柱全体の重心バランスをとるために頸椎過前彎が必然的に発生する。この姿勢では
頭だけが前に突き出ているように見え、頸部は緊張を強いられる。頸椎過前彎は緊張によ
ってのみ起こるのではなく、全身がだらっと弛緩した姿勢のステレオタイプでむしろ頻繁
に観察される。これらの過剰な彎曲はいずれも背側に過緊張を強いるため、下腹部張力の
機能を妨げる。（参照：第１章5.2図1-18）

習慣や発達過程におけるさまざまな要因から、彎曲は人により異なるが、脊柱の動きは、
本来多くの椎骨が重なり合いながら連結して可動し、大きく分ければ「屈曲・伸展・回旋」
の３つの動きが可能である。しかし上述したような不均衡な姿勢のステレオタイプなどは、
脊柱本来の可動性を狭めたり失わせたりする場合がある。身体の要である脊柱周辺の筋緊
張は四肢の活動を著しく制限し、演奏行為における動きの自由を奪う生理的要因となる。
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4. 能動的な動き

4.1 手指の微細運動のメカニズム
運動学ではしばしば、運動技能は粗大運動（gross motor）と微細運動（fine motor）

に区別される。粗大運動は大筋運動とも呼ばれ、歩行や水泳のように全身を用いる大きな
動きを指す。それに対して微細運動は小筋運動とも呼ばれ、書字や縫い物のような手先の
細かい動きを指す。演奏表現においては、繊細な音楽的ニュアンスが出力できて速い速度
でも緻密な動きが可能な微細運動能力が重要な役割を果たす。また粗大運動は大きな筋に
よる高い消費エネルギーを持った運動能力であるため、粗大運動器官の優位な活動は微細
運動能力を妨害する、という特徴がある。身体の中で微細運動が可能な器官は、手指と口
周辺（舌と唇）のみである。本論では手指の微細運動に焦点を当てることにする。

微細運動は、微細な感覚入力によって可能になる。神経生理学的に見れば、大脳皮質の
体性感覚野では、手指に広い領域が割り当てられている（図1-10）。また皮膚感覚と呼ば
れる触覚受容器の分布密度も、手の平から指先に向かって最大になる。さらに指先には膨
大な数の末梢神経の末端部（自由神経終末）が集まって、膨大な情報を脳に送ることがで
きる。すなわち、指先は身体の中で最も感度の良い部位であると言える。

手指は36の筋と26の骨から構成されており（図1-11）、運動器官としても身体中で最も
微細な構造を持っている。指の動きには、主に前腕部にある外在筋群、手の中にある内在
筋群と多く腱などが関係しているが、手の微細運動とは、特に手の内在筋や腱の協調によ
ってもたらされる細やかでデリケートな運動を指す。手の微細運動に関わる筋群や関節の
詳細は表1-3に示す。
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図1-10　大脳皮質の運動野と体性感覚野の地図
手や足など、人間の体のさまざまな部位の機能が、大脳のどこに対応しているかを表す「脳地図」。

カナダの脳外科医ペンフィールドによるもの（1952年）



人間は、動くために外界の情報を必要とする。感覚入力が微細であればあるほど、運動
出力は微細に制御できるようになる。「感覚入力→運動出力→感覚入力→・・・」という
サイクルは、人間が随意的に動きを生み出そうとするときの基本原則である。演奏行為に
おいて指先と楽器の接点で生まれる「感じる→動く」という対話が、多彩な音楽イメージ
を実現させると言えるだろう。
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図1-11a 手の内在筋 図1-11b 手の骨格

内在筋（図1-11a） 手の内に筋肉の起死と停止を有する比較的小さい筋群を示す。これらの筋群は指の機
能的な位置を決定し制御すると共に、さらに微妙な協調運動を司っている。手内筋と
も言う。
○骨間筋：中手骨に起始し指節骨に停止する。背側骨間筋と掌側骨間筋がある。
○虫様筋：深指屈筋の腱から起始して総指伸筋の腱に停止する。

母指球筋 手掌における母指基部の隆起を母指球を呼び、これを形成する筋群を母指球筋と呼ぶ。
母指球筋は短母指外転筋、短母指屈筋、母指対立筋、母指内転筋で構成される。

外在筋 前腕に筋腹を有する筋群。手外筋とも言う。（総指伸筋・深指屈筋・浅指屈筋など）

手指の関節の名称
（図1-11b）

DIP関節──指の先端から第１番目の関節。遠位指節間関節のこと。
PIP関節──指の先端から第２番目の関節。近位指節間関節のこと。
MP関節──指の付け根の関節。中手指節関節のこと。
母指CM関節──母指の付け根にある手根中手関節のこと。鞍関節と呼ばれる大菱形骨
と第１中手骨の関節面が全方向への優れた可動性を持ち、複雑な筋構造がこれをサポ
ートする。

表1-3　手指の微細運動に関わる筋群と関節運動



4.2 動きの観察における「主導（initiative）」と「運動連鎖（kinetische Kette）」
自然な動きは全身が一体となって動く。しかしディスポキネシスでは演奏行為における

動きを観察する際に、動きのきっかけがどこにあるか、ということを重要視する。例えば
何かに触れようとするときに対象に触れる身体部位が動きの開始点として感じられる、と
いうことはごく自然な法則とも言える。対象を認識し対象に働きかけようとする身体部位
から動きが始まり、他の身体部位が目的とする動きに従って動くことを運動連鎖

（kinetische Kette）と呼ぶ。運動連鎖の出発点となる身体部位を、動きの主導（initiative）
と呼ぶ。

運動主導と運動連鎖をいくつか例示するとすれば、コーヒーカップを手に取るためには
指先が動きを主導し、上肢はもちろん、場合によっては体幹による運動連鎖が発生する。
ボールを蹴るためにはつま先が動きを主導する。誰かを肘でつつこうとするときは、肘が
動きのきっかけとなり、肩関節や手の移動が運動連鎖として起こる。

ここで言う運動連鎖や主導とは、時間的な意味ではない。人間の動きは一つの筋や特定
の筋によって起こるのではなく、上述したように全体の中で機能するものである。しかし
運動主導は動きの目的によって決定され、動きの質を決定づける。これはいわば、運動を
関節運動や筋状態によって分析するのではなく、運動感覚として捉える概念である。

演奏行為において、指先における入力と出力の対話が機能するためには、動きのきっか
けが指先にあり、その他の身体部位がスムースに従って動けることが重要である。クラー
スホルストは手指の微細運動発達の原型は「指さし」にあるとして微細運動を指示運動

（Zeige-motorik）とも呼んでいる。指さしはごく日常的で自然な動きであり、指先に主導
され、上肢の運動連鎖を伴う動きである。さらに言
えば指先を導くのは指し示したい対象や目的であ
る。目的が微細運動を導き、粗大運動は微細運動に
従う。「目的への自然な方向性を持つ」という姿勢
や動きの感覚は演奏行為において重要な能動性を持
った感覚であり、これを本論では指向性と定義する。
図1-12は大脳皮質の表面積の比率にしたがって、体
の各部位の機能を受け持つ範囲が大脳でどれくらい
の割合を占めているかを示したものだが、人差し指
と舌の領域の広さは一目瞭然であり、人間にとって
の指さしが非常に重要な行為であることを示唆して
いる。
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図1-12　人間のホムンクルス
大脳皮質の表面積の比率にしたがって、
体の各部位の機能を受け持つ範囲が大脳
でどれくらいの割合を占めているかを示
したもの。



4.3 粗大運動の優位は微細運動を妨害する
微細運動によって主導される能動的な動きは、指先の動きに従って、全身が必要に応じ

て協調的に動く。しかし上腕二頭筋などの筋消費エネルギーの高い屈筋群による保持的筋
緊張は、腕全体を固定させるように働くため微細運動を著しく阻害し、前腕伸筋群の痛み
の原因ともなる。また、肩関節を引き下げようとしている場合や肘関節がぶら下がってい
る場合など、関節運動の不協調によって、運動連鎖がスムースに発生しない場合もある。
これは多くの場合腕の力を抜こうとして起こっている悪循環な現象でもあり、弦楽器演奏
でも運弓動作や左手の弦を押さえる動きに観察される。

指先が明確な目標イメージを失うときにも「腕が手を運ぶ」といった不自然な粗大運動
は起こる。例えば、コーヒーカップを手に取ろうとする動きは、指先に主導され、腕や肘
などの運動連鎖を伴うスムースな動きであることは既に述べた（図1-12a）。しかし同じ動
作を肘関節の動きに注意を向けて行うと、指先がぶら下がったままコーヒーカップに近づ
き、コーヒーカップに到達して始めて手が開く、という傾向がしばしば観察される（図1-
12b）。これは指先が指向性を失い、微細運動が粗大運動に運ばれている不自然な運動パタ
ーンである。このような観察からは、不自然な運動主導は、粗大運動器官の動き方に向け
られた過度な注意に起因する可能性を示唆している。

また指の動きも内在筋優位の微細運動主導と外在筋優位の粗大運動主導に分けられる。
例えば、掌を下にして机上に手を置き（図1-13）、指先を上下に動かす場合を例に挙げて
みよう。図1-13bは微細運動であり、図1-13cは粗大運動である。図1-13bは、指先主導の
動きでPIP関節（指先から２つ目の関節）から先が外向きに動いている。この関節を動か
しているのは、主に背側骨間筋と呼ばれる手内在筋であり、前腕にある手外在筋群の働き
は全く０とは言えないが優位ではない。一方図1-13cは、指を上下させるために、MP関節

（中手指節関節と呼ばれる指先から３つ目の関節）が主導して指の持ち上げと引き下ろし
が起こっている。この動きは、主に前腕にある総指伸筋（外在筋）が優位に活動して起こ
る。指の動きが外在筋群の筋収縮によって主導されると、指先の微細運動は妨げられて動
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図1-12　コーヒーカップを取る動きの例
a=自然にコーヒーカップを取ろうとする動き

b=肘の動きに注意を向けてコーヒーカップを取ろうとするとしばしば観察される不自然な動き
a b



きは大雑把になり、筋消費エネルギーが高まって、疲労し
やすくなると考えられる。前腕や肘周辺の痛みの原因とも
なる。

このような観点から見れば、弦楽器演奏でしばしば見られ
る「左指で弦を叩く、はじく」といった練習あるいは習慣
は、無意識に粗大運動を練習することになりかねないため、
注意が必要である。特に、「弦を叩く」動きが中手指節関節
から指を持ち上げ引き落とすように行われるときには、前腕
の総指伸筋群が緊張し、「弦をはじく」動きが過剰になると
きは、深指屈筋・内在筋である掌側骨間筋等の屈筋が強く働
く。

その他に微細運動の未発達や不安定なものとして手の内
在筋劣位と呼ばれる状態がある。弦楽器演奏に比較的頻繁に
見られる例としては、①手内在筋劣位の手（DIP/PIP関節の
屈曲とMP関節の過伸展が観察され、手の内在筋よりも相対
的に指伸筋の緊張が高い時に起こる＝図1-14）　②白鳥の
首変形（DIP/MP関節の屈曲とPIP関節の過伸展位が観察さ
れ、手内在筋の拘縮や過緊張、PIP関節の不安定性などで起
こる＝図1-15）─　等が挙げられる。

親指に関連する問題は最も重要なものとして扱われる。鍵
盤楽器以外のほとんどの楽器で、親指を他の４本の指と向
かい合うポジションで使用することが多い。親指だけが他
の指を向かい合わせて使える指である。親指が他の指と対
立して「つまむ」動作をピンセット・グリップ（図1-16）
と呼ぶ。この動作は日常生活にとってなくてはならない機能
であり、人間の手使用の進化にとっても非常に重要である。
しかし演奏行為において、親指と他の指との間に過度な対立
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図1-13　指の上下運動

b1=人差し指/指先主導の微細運動

b2=中指/指先主導の微細運動

c1=人差し指/MP関節主導の粗大運動

c2=中指MP/関節主導の粗大運動

図1-16　親指と人差し指の
ピンセット・グリップ図1-15　白鳥の首変形図1-14　手の内在筋劣位

a=基本姿勢



運動としてピンセット・グリップが発生すると、母指球周辺の筋群（特に母指内転筋、母
指対立筋など）に保持的緊張が発生する。この緊張は手全体を緊張させるため、掌側空間
は狭まり手指全体の動きの自由を奪う。またこれらの緊張が尺骨神経を通じて、小指外転
筋に高い緊張を発生させるため、薬指・小指の動きにくさや痛み等の問題を起こす要因と
もなる。

親指に問題が発生しやすい理由としては運動発達的な観点が考えられる。子供は手の運
動成長過程で「熊手型でつかむ」「親指を使ってつかむ」といった段階を経て、指先の動
きとしては最初に「親指と人差し指の指先いでつまむ」ことができるようになる。すなわ
ちつまみ動作は最も初期の指先使用の原型なのである。その上、手の「握る」「つかむ」

「つまむ」といった機能は日常のありとあらゆる場面で不可欠なために、手の屈筋（掌側）
は伸筋（背側）よりも必然的に強く発達していることも考えられる。演奏のレッスンでは
多くの教師が、親指の問題に悩まされている現状があるが、親指以外の指に起こっている
問題（例えば指節間関節のへこみ、それによる動きの不自由、手の硬さ等）の多くもまた
親指に起因している場合が多い。
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5. 様々な身体表情

5.1 外向・遠心的（e-zentrisch）と内向・求
心的（ad-zentrisch）

ディスポキネシスは姿勢や動きをメカニズムと
して把握すると同時に、全身の身体表現として捉
えることを重要視している。クラースホルストは
特に、内にあるエネルギーやイメージが外へ向か
って解放できている身体状態を外向・遠心的（e-
zentrisch）、反対にそれらが内向して解放できな
い身体状態を内向・求心的（ad-zentrisch）と名
付けた。「zentrisch」は「中心の」を意味し、

「ad-」は「内へ」、「e-」は「外へ」、を意味する。
この二つの言葉は、姿勢と動きの表情を示すもの
として用いられる場合が多い。本論では外向的・
内向的という言葉を用いて示すこととする。

図1-17の身体表情からは、地に足が着いて安定感と同時に自発的で前向きな方向性が感
じられる。このように安定感と自由が共存している身体表情を外向的と呼ぶことができる。

例えば、声を発するということは内から外へ向けた外向的な行為であると言える。それ
に対して声を発したいのに声が出せないという場合、声を発することは何らかの原因でブ
ロックされていたり制限されている。このような状態を内向的と呼ぶ。演奏行為は、内か
ら外へ向かう表現であり外向的な性質を持つ。それは音楽的な表情が内面的であったり内
向的であったとしても、同様である。逆に演奏行為における内向的な身体状態は、不調和
の要因となる。

5.2 様々な特徴を持つ姿勢
ディスポキネシスでは外向的・内向的という２つの概念を、例えば「内向的な手」「外

向的な動き」など体のあらゆる部位の姿勢や動きの状態を端的に示す言葉として用いてい
る。その他にも身体状態の特徴やステレオタイプを読み取り把握するために、その特徴を
端的に表す言葉がいくつか定義されている。図1-18はクラースホルストが様々なステレオ
タイプを捉えるために例示した姿勢のイラストである。脊柱状態の特徴を捉えて「過前彎」

「過後彎」など、また筋活動状態の傾向を捉えて「過弛緩傾向（過度に弛緩して内的張力
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図1-17　ボールで遊ぶ子ども



を持てない状態）」「過緊張傾向（必要以上に大筋を活性化させる傾向）」など、ディスポ
キネーターが学習者の傾向を把握するための助けとなる特徴がいくつか定義づけられてい
る。
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Normal postural tone
（標準的筋トーヌス）

Hypo tone
（過少な筋トーヌス）

Hyper tone
（過度な筋トーヌス）

Tone(postural）on
abnormal places

（異常な筋トーヌス）
Indifferent tone(non
postural active）

（中性の筋トーヌス）

良好な姿勢筋張力
（姿勢の表情は能動的な方向性を持つ）

過度に弛緩した非活動的姿勢
左）スウェー・バックを伴う

図1-18　クラースホルストによる様々な姿勢のイラストと名称

腰椎過前彎 平背＋踵重心



- 31 -

バックワード・キャリッジ、非活動的な姿勢
膝の過伸展

過緊張「過度に活動的な」姿勢
左）トレーナー姿勢、右）兵式姿勢

上部の腰椎過前彎 下部の腰椎過前彎 腰椎過前彎と胸椎過後彎
代償的に頭部前方位

腰部平背＋強い円背
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