
ピアノ演奏見える化ツールを活用した学生の振り返り記述と 

教員の指導内容の質的分析 
 

田中功一・立教女学院短期大学 

小倉隆一郎・文教大学教育学部 

辻 靖彦・放送大学教養学部 

東京都葛飾区柴又 3-34-3-101 

090-1852-7658 

koichi-tanaka@rikkyojogakuin.ac.jp 

 

【概要】 筆者らは保育士・教員養成校で学ぶピアノ初学者のピアノ学習を支援する「ピアノ演奏見える

化ツール」を開発し、本ツールが出力する演奏分析グラフの余白に学習者と教員が振り返りを記述する実

践を行った。その記述から本ツールによる学びの質を検証するため、質的分析手法の一つである SCAT を用

いた分析を経て最終的に理論記述を導いた結果、本ツールによる教育効果を確認した。本ツールが演奏状

況の把握に貢献することにより、初学者の学習は効果的に進められる可能性が示された。 
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１．教育改善の目的・目標 
保育士・教員養成校（以下、養成校とする）の多くは音楽技能習得を目指すピアノの必修授業がある。そこ

での学生個別の指導時間は 10～15 分程度がよく見られる。養成校の多くは入学要件としてピアノ技能を問わ

ないため、ピアノ初学者（以下、初学者とする）は全体の 1/3 前後を占めている。一般に初学者にとってピア

ノを弾きながら自身の演奏状況を把握することは難しい。実際に 10～15 分の指導時間では、初学者は演奏法

を十分理解するまでに至らず、理解が不足すると授業時間外での学習も効率よく進められない。そこで初学者

に対する授業及び授業前の個別学習への支援として、筆者らは教員の模範演奏動画、楽譜、及び演奏上の注意

点を Web から学ぶデジタル教材[1]、さらに学習者の演奏状況を教員と比較して示す演奏分析グラフ（以下、グ

ラフとする）をフィードバックする「ピアノ演奏の見える化ツール」（Visualization System for Piano Performances、
以下 VSPP とする）、及びデジタルピアノと VSPP を接続するインターフェース「MIDI 録音プログラム」

(pianoElearning)、を独自に開発した[2]。その実践としてピアノ対面指導においてグラフをデジタルノートに転

送し、グラフの横へ初学者と教員が振り返りの感想を記述し、これらを数回に亘り繰り返す取り組みを進めて

きた。本報告では VSPP の概要を示した上で、VSPP の実践での教育効果を確認するため、デジタルノートに

示されたグラフを見た後の学生の記述、それに対する教員の記述を詳しく分析した。分析にあたっては、どの

ような状況下で何がどのように語られたのかについて質的分析することにより、VSPP による学びの質を検証

することを目的とする。その方法として質的分析手法の一つである SCAT(大谷 & Otani, 2007) [3]を用いた。 

 

２．授業概要と教育改善の内容 
（１）授業概要 

本研究が対象とする授業の概要は次の通りである。授業名「音楽技能演習Ⅰ」（1単位、保育士資格必修かつ

教職選択必修科目）、開講期は短期大学 1 年次後期。授業は履修者 163 名を 90 分×3 編成とし、1 回の授業を

集合授業 45 分とグループレッスン 45 分に分け、グループレッスンは学生 3 名を 1 グループとして 10 名の教

員で実施している。学修到達目標は保育者に求められる音楽技能の習得である。特に初学者に対してシラバス

には「ピアノの学習経験が無い者、楽譜を読めない者は困難が予想されるため、履修の前（前期）にその対策

を済ませること」と示している。これに基づいて今回の実践は前期に本授業の一環として行った。 

（２）改善内容 

実践 1：2016 年度入学時に実施したＷｅｂ調査の結果、初学者は 58 名であった。この 58 名に対して 4 月

から 9 月末の後期授業開始日まで、模範演奏動画（YouTube に掲載[4]）と楽譜、及び解説により構

成されたデジタル教材（Ｗｅｂ教材）を使って自学自習を進めるように提示した。 

実践 2：初学者 58 名の中から個別学習を希望した 30 名に対し、2016 年 6～7 月の約一か月間に亘り VSPP
を使用した個別対面指導を実施した。 

次に VSPP と MIDI 録音プログラムの概要を示す。VSPP は教員と学生の演奏比較プログラムであり、それ



は 1) 対象曲の楽譜情報（MusicXML）、2) 指導教員の演奏データ（SMF）、3) 学
生の演奏データ（SMF）、の 3 つのデータを付与することで次の①②③の分析処

理を行う。①学生と指導教員の演奏および楽譜情報とのマッチング、②学生の

演奏の演奏誤りの検出と誤り種別（弾き漏れ、弾き間違い、ミスタッチの推定）、

③学生及び教員の演奏の演奏表情値（ベロシティー、デュレーション、テンポ）

の計算。プログラムは Java で実装し、分析結果はサーバ上に保存する。分析結

果を読み込んで Web ブラウザ上にグラフを描画し（図 1、但し手書き部分は後

で描画した）、学生と指導教員の演奏を視覚的に比較する。比較するポイントを

MIDI データの音符ごととして、学生と指導教員のベロシティー、ディレーショ

ン、リズム、テンポを比較する。 
MIDI 録音プログラムは Windows タブレットにインストールされ、デジタル

ピアノの MIDI 出力と接続し、演奏データを VSPP へ送信する。MIDI 録音プロ

グラムの操作はタブレット画面から「録音」、「停止」、「送信」の 3 つのアイコ

ンをタッチして進める。送信がタッチされると VSPP が自動的に動作する。 
次に実践の経緯を述べる。図 2のようにピアノの譜面台へ Windows10 タブレ

ット（図は 8 インチ）を二台並べ、一方のタブレットで学生はデジタル教材の

動画から演奏イメージを得て、画面上の楽譜を参照し、動画の上部に示された

解説を理解して学習を進める。教員は学生からの要望に応じて 1～3 分程度の

ミニアドバイスを行った。曲全体が弾ける段階に至ると、MIDI 録音プログラム

を起動して演奏を録音する。演奏後に終了と送信アイコンをタッチすると、グ

ラフがブラウザ Microsoft Edge に表示される。教員はグラフに示された問題点

を指摘して図 1 のように画面に書き込む。その後、画面はデジタルノートとし

て使う Microsoft OneNote へ送信される。学生はその場でデジタルノートに示さ

れたグラフの右側余白に感想を記述する（図 4）。教員は教員机の PC 上の同期

されたデジタルノートへ教員コメントを記述する（図 4）。この流れを数回繰り

返し、教員がその課題曲について合格と判断した時に修了証を学生に手渡す。 
 
３．教育実践による教育効果とその確認 

実践 1 において、初学者 58 名がデジタル教材から学ぶ状況は動画アクセス

回数からおよそ推測できる。2016 年 4 月から 9 月末の間のアクセス数は Beyer
教則本 No.9（69 回）、No.50（89 回）、No.72（77 回）、No.78（30 回）、No.88（62
回）、No.100（104 回）、No.102（17 回）、No.104（18 回）、童謡曲（33 回）、計

499 回となった。またこの間の YouTube の平均再生率（再生回数／表示回数）

は No.9（136%）、No.78（321%）が示すように反復再生が多いと推測される。 
実践 2 に参加した 30 名は後期の本授業の期末試験において全員が評価 B 以

上（S：1 名、A：11 名、B：18 名、C：なし、不合格：なし）となった。また、

デジタルノートには、グラフのフィードバックから演奏の問題点に気づいたと

いう内容の記述が多く見られ、VSPP を活用して学習する様子が 30 名全員の記

述から読み取れた。次に実践 2 について質的分析を試みた。結果を記す。 
質的分析の対象とした記述の選考方法を次に示す。個別学習を希望した 30名

の中からデジタルノートの記述に不備があった３名を除いた 27 名について記

述を一覧にまとめた。その内訳は期間内に 3 回参加して記述した学生が 3 名、

2 回が 11 名、1 回が 13 名であった。3 回記述した 3 名中 1 名は一回目と二回

目が Beyer104 番、三回目が童謡曲であり、他 2 名（学生 A、B）は一回目が

Beyer50 番、二回目が同 78 番、三回目が同 88 番であった。その内、3 回のそれぞれの間隔において最も均質

であったのが学生 B であったため本報告では学生 B の記述を分析対象とした。 
SCAT (Steps for Coding and Theorization)法では、公開されている Excel フォーマット[5] (大谷 & Otani, 2007)

を用いて分析を行う。そこでは初めにデジタルノートの記述を各行のテクスト項目のセルに学生と教員交互

に貼り付け、その横のセルに続けて<1>テクスト中の注目すべき語句、<2>テクスト中の語句の言いかえ、<3>

前述を説明するようなテクスト外の概念、<4>そこから浮き上がるテーマ・構成概念（前後や全体の文脈を考

慮して）、<5>疑問・課題の各項目が位置し、これらの項目に基づく文言(コード)を記述する。なお、<5>はコー

ドではなく、4 ステップ・コーディングは厳密には<1>から<4>と定められている。<1>から<4>のコーディング

を全て行った後、〈4〉を紡いでストーリーラインを記述する。文中の下線は<4>の語句を示す。さらに最終的

に理論記述を導く。本分析では日時順に 3 回分、計 6 行となった。分析表「SCAT を使った質的データ分析」

 
図 1 VSPP よりテンポのグラフ 

 
図 2 デジタル教材(左)とデジ

タルノート(右)画面は VSPP 

 
図 3 デジタルピアノ 

図 5 実践の様子(研究室) 

画面手前に教員がいる。 

 
図 4 振り返り記述の様子 



を次頁に掲載した[6]。なお、表の最初の項目「番号」は学生 A からの通し番号である。次に分析表の内容につ

いて述べる。 
ストーリーラインの分析を学生と教員を分けて要約する。学生が 3 回記述（番号 7,9,11）した文脈を整理す

ると、一回目は初回レッスンという緊張した中で演奏できた安心感と次回への練習意欲が見られる。二回目は

新しい課題曲になり練習不足で臨んだことで勢いに任せて何とか弾いたが、集中して弾けたと振り返ってい

る。三回目はグラフを見て間違って弾いてしまったことに気づき、今後は教員の模範演奏を見ながら正確に練

習する意欲を示した。これらの記述の間に教員の記述が 3 回（番号 8,10,12）ある。その内容は、学生の一回

目の後では問題の所在をグラフから示し、二回目の後では問題点の解決方法を具体的に示し、三回目の後では

問題点の改善方法と比率グラフを根拠としたさらなる改善方法を示した上で演奏の良い点も示している。以

上から学生の 3 回の振り返りの変容に教員の指摘が関わっていることが全体の文脈から読み取れる。教員の

記述も単なる問題点の提示から、次第に改善方法や良い点の賞賛に至っている。 
 
４．結果と考察 

このように VSPP のグラフ提示により、学生の振り返りにおいて徐々に気づき、さらに練習意欲向上に至る

様子がストーリーラインから確認できた。また、一、二回目は漠然とした振り返りであったが、三回目は「リ

ズムを間違えて」が示すように音楽の要素から問題点を捉えている。これは VSPP がテンポ、リズム、音量、

発音長という音楽の構成要素別に問題点を可視化することに起因すると考える。この学生は最終的に模範演

奏の重要性を記述しているが、模範演奏からの学びは実践 1において経験済みのため、今回の実践 2において

模範演奏の必要性を再認識したといえる。一方、支援する教員をみると、第三回目に右手発音長の問題を示す

場面では、比率グラフを提示することにより、気づきの質を高めようとする教員の意図がみえる。これまでの

考察を経て、次に今回の学生 B の記述と教員の指導内容による SCAT 分析の最終的な理論記述を示す。 

理論記述（分析表の「理論記述」より。説明の便宜上、番号 1）～8)を付与した。）    

1) 学生は初回の教育現場を体験することで「本番感」の中で「弾けた感」を得ることができ、その結果

継続的な練習への意欲につながる． 

2) 教員は学生が感じる音長と実際の音長のギャップを埋めるために、グラフを用いて操りにくい指の持

つ癖を指摘できる． 

3) 学生は事前練習不足による問題を反省する一方で、緊張感／本番感を増幅させて集中力を持った演奏

は達成されたと捉えることがある． 

4) 教員はグラフを用いて、客観的指標に基づいた演奏の公平な比較ができる． 

5) 教員と学生の演奏を公平に比較した上で教員は学生の改善点を発見できる． 

6) 教員と学生の演奏を公平に比較した上で教員は学生の演奏を賞賛できる． 

7) 教員は「まちがい練習」に基づく身体に身についた演奏の癖を指摘できる． 

8) 教員は複数のグラフを活用して多面的に指導できる． 

この理論記述の 2)～8)において VSPP の実践での教育効果が示された。一般に初学者は弾くことと自身の演

奏状況の把握を同時に行うことは難しい。この問題解決の支援として、VSPP による演奏状況の見える化は初

学者の演奏把握にとって効果が期待できる。但しこのような視覚的に把握する支援による学習を通して、いず

れは自分の聴覚により演奏状況が把握できるように目指すことが求められる。したがって初学者に対する指

導において徐々に聴覚による振り返りを増やしながら、自学自習のできる能力が身につくことを期待したい。 
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