音楽 の聴取 一記憶研 究 にお け るス キ ーマ理論 の適用
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1.序
スキーマは記憶 の中に蓄えられた「知識 のまとま り」 である。Maladlcr,G:(1979)に よると,ス
キーマは「事物,状 況,出 来事 ,行 為な どに関す る過去の経験 を貯蔵,体 制化 してお り,そ れ らが
どのようなものか,あ るいはどのような順序 で起 きるのか とい う期待 の集合か らで きている」 とい
う。遭遇する新 しい情報を分析 し,理 解 し,記 憶す るといった,我 々の さまざまな処理活動 をお こ
なう過程で,こ うしたスキーマは積極的に関与 している。例えば,聞 こえてきた音楽を「演歌風」
であるとカテゴライズ した り,楽 譜の印刷 ミスに気づかずに正 しく演奏 した り,よ く知 っているは
ずの歌謡曲を,別 の曲の旋律 と混同して間違えて歌って しまう, といった現象がお きるのはこのた
めである。
スキーマ とい う用語 はKalat,E.(1787)ま で遡ることができるが,こ の概念を心理学研究 に導入 し
たのはBartlctt,F.C.(1932)で ある。彼 は,物 語や図形が時間の経過 と共に変容す るのは,人 々が
自分 自身の知識や経験に照 らし合わせて合理化をおこなうためであり,こ の事実から,記 憶がスキー
マ による再構成 の過程であることを明らかにした。
,

その後長年にわたって,彼 の提案 はあまりにも漠然 としているとい う理由か らほとんど無視 され
てきた。が,1960年 代 の認知心理学 の台頭以降復権 し,以 来,人 工知能,情 報科学 ,認 知科学等 の
中心的役害!を 担 っている。 と りわ け,Minsky,M。 (1975),Rumelhttt&Nomall(1983),Scttk&
Abelson(1977)ら が提示 した理論では,柔 軟 な好区動過程やオペ レー タシステム を備 えた能動的なス
キーマが想定 されてい る。
音楽心理学研究 において もスキーマ理論 の成果 は重 要視 され,1970年 代 ,さ まざまな形で実験研
究 に取 り入れ られた。多 くの心理学者達はまず 「我 々の 中には音楽 に関するどの よ うなスキーマが
内在 してい るのかJと い うテーマ に取 り組み ,そ のため,音 高 ,リ ズム,旋 律 ,あ るいは音色 といっ
た,個 々の音楽要素 を実験素材 とした。厳密 な課題 と状況が設定 され,音 楽要素そ の ものが どの よ
うに記憶 され,体 制化 されているの か,と い うことに焦点があて られたのである。続 く1980年 代 は
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これらの研究方法や実験手続 きが厳 しく再検討 された時期であ り,同 時にスキーマ理論 をめ ぐるパ
ラダイムが開拓 された時期である。特に,音 楽作品の構造 をめ ぐって沸騰 した議論は, どうすれば
汎様式的な普通原則 を発見で きるか,そ れは実験 によつて検証できるのかとい う問いか ら,そ もそ
もあらゆる音楽に共通する普通原則が存在するのかとい う,根 本的な問いにまで発展 した。スキー
マ理論 も,定 義の見直 しを含めて,高 次 の認知過程 に姑応で きることが優先課題 となった。
本稿 では,こ のス キ ーマ 理論 が大 き く転換 す る きっか け となった研 究 の一 つ,Cas俺 1lano,
KILlldlansl&Bhttuchaの 実験 を皮切 りに,音 楽 スキーマ を扱 つた1980・ 90年 代 の研究動向を概観 し
たい と思 う。該当す る研究や議論 はほとんどが欧米中心 であるが,基 礎研究の充実を図 るためにも
筆者 自身の研究 を含めながら,我 が国における関連文献 を多 くあげたいと思 う。以下 ,音 楽スキー
マの構造をめ ぐる議論 と関連研究,音 楽スキーマの駆動過程 ,音 楽スキーマによる変容 ・エ ラー
音楽スキーマの形成,の 順に概観する。
,

,

2.音 楽 ス キ ー マ の 構 造 を め ぐ る 議 論 と関 連 研 究
Castcllallo,Krumhalasl&Bharucha(1984)の 研究 は,ス キーマ理論を音楽心理学実験の中でどう展

開す るかを考える上で,大 きな課題 を提供 した。彼女達の研究は,北 イン ド音楽 を全 く聞いたこと
のない西欧人被験者が,こ の音楽に姑 してどのような反応 を示 すのか,イ ン ド人被験者 との間にど
のような相違がみられるのかを明 らかにしようとしたものである。実験では,タ ー タと呼 ばれるグ
ループに体系 づ けられる10種 類 のラーガを用 いて,プ ローブ法による実験がお こなわれた。プロー
ブ実験 とい うのは,一 つの音 をプローブ (探 索音)と して提示 し,そ の直前に聞いた音列が どの程
度 よ くまとまるかを判断させる実験方法である。 まず,各 ラーガに基づ く音列が提示 され, 1秒 の
ポーズの後にプローブ音が提示 される。課題は,こ の音が前 の音列 とどの程度良 くフイットす るか
を 7段 階で判断する とい うものであった。被験者 は 8人 の西欧人学生 と8人 のイン ド学生。その結
果,両 被験者群 とも同 じように,主 音 と第五普及 びヴァーデイ (各 ラーガを特徴づ けてい る音)に
姑 して高い得点を与えるとい う反応 を示 した。 このことから彼女達は「プローブ音実験が,イ ン ド
音楽の熟達者にも西洋音楽の熟達者にも同 じように適応」 できたことは「両グループが北イ ン ド音
楽の調的な階層構造に関す る音楽的な予測をもつことができたことを示 している」 と結論づ けた。
つ まり,西 洋音楽の音階構造が両被験者 のスキーマの源になっているとしたのであ る。冒頭 でも述
べ たように,こ れはさまざまな討論をひきお こ した。
例えば,Dcutsch,D.(1984)は 「音のパ ターンか らどうや って聞き手が調的な階層構造 を生成する
ことができたのか,そ の処理過程 を具体的にすべ きであるJと コメントし,Dowling,D.J.(1984o
は1978年 に提唱 した自分のスキーマ仮説を引用 しなが ら,「 西欧人の被験者がイ ン ド音楽 の構造に
適合 させることができたのは,階 層構造の音高,音 程 ,調 律 ,旋 法のどのレベルだったのかを明ら
かにすべ きである」 と批判 した。更に,Butler,D。 (1989)は ,「 実験素材 自体が,あ るい くつかの音
に対 して重みづ けられてJい るため「プローブ音実験が,音 高関係の心的表現 を反映 したものであ
るとはいえないのではないかJと プローブ音実験そのものに問題があると指摘 した。 これ らに対 し
て KrullallansI(1990)は 「両被験者 の結果が同 じになったのは,西 欧の学生の場合 は旋律 の表層的な
特徴 に反応 し,イ ン ドの学生の場合 は旋律 の根底 にあるラーガの調性組織 の収敏 に反応 したためで
ある」 と再反論 を試みた。
Castellallo達 の実験 は,あ くまで も個 々の音高 の知覚 を取 り扱 いなが ら,そ の音が置かれた文脈
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の中でどのような影響 を受けるのかとい う,非 常 に高次元の判断をさせている点に特徴がある。例
えば第 1音 と第 5音 がよりよく適合する と判断されれば,そ れは長音階における主音 と属音が よ り
よ く当てはまると解釈 された ことにな り,彼 女達 によると,調 性的階層構造 を裏付けるデー タとみ
旨摘 したように,こ の実験デー タはあ くまで個 々の被験
なされる。 しか し,Dcutschや DowliIIgが ↓
者の「枠組み としての判断Jを 示 したものであ り,そ れに基づいてどのように細部 を類推 ・知覚す
るかとい うことを示 してい るわけではない。つ まり,実 際の音楽作品を聴取す る上でどのようにス
キーマが作動するのか,そ のスキーマ と調性的階層理論がどのように関連づけられるのかとい うテー
マは,こ うしたアプローチでは明 らかにすることがで きない。言 い換えれば一連 の議論 を通 して
新たに探求すべ きスキーマ理論 の課題 とそのためのアプローチの転換が要求 されたのである。
海外のこうした動 きに対 して国内では,阿 部 ・星野 (1985)星 野 (1985)ら が,音 楽スキーマの
中の,よ り具体的な「音階スキーマ」 の構造 に注 目していた。彼 らは旋律 を体制化する上で「調性」
,

の果 たす役割が大 きいことに着 目し,終 止音導出実験によって「中心音 (主 音に相当する)を 定め
やすい音高列 ほどまとまりの良い旋律 と認知され,ま た記憶 されやす い」 ことを見 いだ した。 この
終止音導出実験 とい うのは,途 中で区切 つた旋律 を聞かせて,そ の後 にまとまりよく終わる音 を産
出させる実験である。星野 は,洋 楽熟達者 と邦楽熟達者 を被験者 としておこなった数種の実験結果
から,「 洋楽熟達者 は全音階的枠組 みの下に認知する傾向が強いが,邦 楽熟達者 の場合 は二重音楽
的な (全 音階的枠組みがそれほど強 くな く,か といつて日本音階が優勢だともいえない)性 質 をもっ
ている」 と日本人被験者 のもつ音階スキーマの独 自性 を指摘 した。
又,小 川 (1993a)も 同 じような視点か ら,高 校生 を対象 とした新規旋律の再認実験 と再生実験
をおこない,「 西洋音楽 の訓練 によつて形作 られる調性 スキーマ と,無 意図的学習 によつて形成 さ
れる日本旋法スキーマが混同 しているのではないか」 とい う仮説 を提出 した。再認実験では,陽 ・
陰 ・長 ・短音階の 4種 類 の音階 をもとに作成 した旋律 を用いて,ど のように正 しく再認されるのか
判断の際の確信度 はどの程度なのかを調べ た。その結果,被 験者達の音楽経験 の度合 いによつて成
績が有意に異なること,特 に非熟達者 の場合 は陰音階 と短音階の判断が曖味になっていること等が
ロ互に干渉 しあっているの
明らかにされた。 この結果 は再生実験で も確 かめられ,ス キーマ同士がオ
,

ではないかとい う仮説 を裏付けることとなった。

3.音 楽 ス キ ー マ の 駆 動 過 程
1980年 代 から1990年 代 とい うのは,隣 接す る諸科学が飛躍的な成果を生んだ時期 でもある。中で

も,Lcrdね 1&Jれ kcndo∬ (1983)の 「調性音楽の生成理論」 は,言 語学 とゲシュタル ト心理学 の視点
から音楽作品の構造原理 を明らかにしようとした点(1)で ,多 方面 にわたつて波紋 をよんだ。「スキー
マによって表現 される知識が どのように構造化 され, どのように活動 しているのかを包括的に説明
する」 とい う課題が,音 楽心理学者 だけでな く,音 楽理論学者 にとつても大 きな関心事 とされたの
である。
Lttdalll&JackendoFの 理論 をいち早 く取 り入れたOura&Hatallo(1991)の 研究では,ス キーマの概

念や作動過程が より能動的に定義 されている。提出されたモデルは「圧縮音高パ ターン」 とい うダ
イナミックなモデルである。彼 らによると,我 々の長期記憶 の中には旋律 のプロ トタイプ (原 型)
が貯蔵 されてお り,聞 き手は旋律 をい くつかのまとまりに分けて,そ のまとま りの中か ら圧縮 され
た音高パ ターンを抽出し,プ ロ トタイプと照合 しているのではないかとい う。 このプロ トタイプは
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もともとMcycr.L.(1956)の アー キタイプを拠 り所 としているが ,重 要 な構造音以外の音 高や リズム
的側面 を含 んでいないため,正 確 に素早 く記憶で きるとしてい る。更 に,モ デ ィファイアー とい う
ユニ ッ トを想 定する ことにより,こ のユニ ッ トの働 きによってプ ロ トタイプが旋律 を構成す るブ ロ ッ
クヘ と変形す る,言 い換 えれば,プ ロ トタイプとモディファイアーが音楽語 彙 となって,我 々の内
的処理過程 を促進 してい るとい うので ある。Lerdal11&Jackendorの 変形文法理論 を音 楽聴取過程 に
おいて応用 したモ デル といえよ う。実験 では,25年 以上前 に使 われていた12小 節 の コマー シャルソ
ングを記憶 し,歌 あるい はピアノで再生する とい う課題 が課せ られた。被験者達 のエ ラーの発生率
やエ ラーの様相か ら,こ のモデルの有効性が認め られ,同 時 に検証 された旋律輪郭モデルや和声進
行 モ デルよ りも「当てはま りが良 い」 ことが確認 された。
一方 ,Delicgc,Melen,Stttmers&Cross(1996)は ,記 憶 システム内 の知識 の表象 のされ方 に焦 点
をあてて,ス キーマ の活動過程 を探 ろ う としている。一 般大学生 を対 象 にお こなわれた 3種 類 の実

験ではシューベル トの 《ワルツOp.50,No.6》 が用 い られた (実 験 3の み音楽熟達者 との比較がお
こなわれてい る)。 目的は実際の音楽作品が どのように聞かれてい るのかとい う聴取過程 の分析 と
その際,宣 言 的知 識 が ど う使 われてい るのか検討 す る こ とで あ る。宣言 的知識 (declarativc
knowlcdgc)と い うのは,認 知科学 ・認知心理学で用 い られてい る用語であるが,一 般的には「 も
のごとについての知識 i lQloWing hat」 と定義されている。
,

実験 1で は,18小 節 の原曲を聞いて特徴的な参照部分 (知 らない森 を歩 くときに目印になるよう
なもの :ラ ン ドマーク)を 選ばせるとい う課題が課せ られた。その結果,主 に,旋律線が大 きく跳
躍す る 4小 節 め,後 半のフレーズが始まる前の右手の弱拍部分 ,曲 の開始部分 ,そ して10‑12小 節
の間の繰返 し部分が,初 心者達の手がか りになる部分であると指摘 された。次の実験 2で は,原 曲
を 8個 の分節 (2小 節程度ずつ)に 区切 った後ランダムな順序 で提示 し,被 験者 に各分節 の正 しい
位置を指摘 させた。被験者の回答が正 しい位置からどの くらい隔たっているか,ど この分節 と間違
えているか,誤 答 した被験者の人数, といった点か ら分析された結果,分 節番号 1(開 始部分),
5(後 半の開始部分), 8(帰 結部分)は 比較的正 しく選択 されたものの,他 の分節 は音楽的文脈
から程遠い形で選択 されていた。最後の実験 3は ,前 述 の 8個 の分節 を自分 で組み立てて音楽作品
を創るとい うものであ り,完 成 させるまでの間何度聞 き直 してもよい とされた。試行時間は一人あ
た り30分 。結果,音 楽熟達者 の場合は分節 3(中 間部)で 分節 7と 取 り違えるケースが多 くみられ
たものの,一 部 を除いてほとんど原山どお りに構成することができたが,一 般大学生の場合は原曲
と全 く異なる順序で並べ られた。 しかも,か な りの被験者が共通 して分節 7を 開始部分 とし,分 節

5及 び 6(後 半の開始部分)を 帰結 とす ることが確認された。

この一連の実験から,非 音楽熟達者が,旋 律線 の転換 ,和 声 の密度の違 い,曲 の進行 の中断や繰
返 し,と いった表層部分での曲の特徴 を指摘できるが,Ⅳ ― Vあ るいはV― Iへ 向かうカデンツ構
造や和声機能 には注意を向けていないことが明らかにされた。つ まり,非 音楽熟達者 の場合 はさま
ざまな宣言的知識がスキーマとして記憶の中に蓄えられてい るものの,実 験 2や 3の ように音楽作
品として再構築す る時には知識 として活用 されていないのではないか,知 識ではな くその運用 の違
いが,非 音楽熟達者 と音楽熟達者 の違 いではないのかと推論 されたのである。
宣言的知識 だ けでな く,や り方や方法 に関す る内的知識,い わゆる手続 き的知識 (prOcedllr江
kllowlcdge)が どのように組織化 されてい るのか とい う問題 に取 り組 んでいるのは,Louhv,ori,J̀
(1998)で ある。彼は, 8小 節 の変形 されたフィンラン ド民謡 と10小 節 のモ ーツアル トのメヌエ ッ ト
K.421》 を使って,音 楽大学生達を対象 とした記憶実験 をおこなった。彼 のプログラムは,各 被
《
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験者が コンピュー タから出力 された旋律 を記憶 した後 , 自分で音符 を入力 しなが ら楽譜 を作成する
とい うものだが,学 生達が旋律 を聞 き,楽 譜を書 き直 し,更 に旋律 を聞き直す といったすべ てのプ
ロ トコルを貯蔵 できるようになっている。入力 された学生達の試行 ごとの旋律 を分析 した結果,大
半の学生達はまず旋律 の出だしと最後の終止型を書 くこと,次 に 2小 節め,4小 節 めといったフレー
ズの区切 り部分 (cadcncc)を 書 いたあとで,残 りの部分 を音楽的なフレーズ として線的 (lincal・ ly)
に埋めてい くことが明らかにされた。つ まり,学 生達は覚えられなかった空白部分を埋める際に
1小 節 めの後半部分 と似ているといった想像力 を働かせた り,当 然 このフレーズ はこう帰結す るは
ずだ といった知識に基づいて旋律 を再構成 してお り,こ のような音楽的なフレーズを創造す る過程
で起 こしたエラーにはなかなか気づかない といった現象が指摘 された。このことから被験者 はまず
,

,

それまでの音楽学習 によって培 われた宣言的知識を活用 しながら旋律 を創作 し,手 続 き的知識は次
の修正の段階で利用 されているのではないか, とい う仮説が提出された。Louh uo五 はこの実験が
「旋律の中で最 もシンプルなものを想定 した」 ものであ り「すべての記憶過程 を説明する訳ではな
い」 としながらも,モ デルを提出 した ことによって,音 楽作品を記憶する際,宣 言的知識 と手続 き
的知識が どのように交錯 し,そ れに基づいて実際の記譜活動がどのように生成 されるのかといった
,

時系列での処理活動の説明に応用 できるとしている。
このような,音 楽作品に対する聞き手の リアルタイムでの処理活動に焦点をあてた研究に共通 し
い
て ることは,我 々が獲得 した情報が長期記憶の中で単なる辞書的な知識 として貯蔵 されているの
ではな く,外 部からの入力情報 との間でいかに活性化 してい るのか,そ の際スキーマがいかに積極
的にふるまっているかとい う視点である。 もちろんどのモデルが最 も有効であるか とい う問題 は
,

更なる多 くの理論的実証的な研究の蓄積 によって明らかにされることであるが,今後 の研究の指針
を与えて くれる興味深い実験研究が,次 々とおこなわれているといえよう。

4.音 楽 ス キ ー マ に よ る変 容

。エ ラ ー

これまで,ス キーマが知識の統合体であ り,そ れがいかに動的にふるまうか とい う実験研究 を概
観 してきたが,Bttlcttの 古典的な研究 で指摘 されたように,ス キーマはその想起 過程 においてさ
まざまな欠落や歪曲をもたらす ことで も特徴 づ けられる。エ ラーが「なぜ」「どのようにJお こる
のかとい う視点 は,ス キーマの駆動過程 をよ り精級 にするために,欠 かす ことので きない事項 であ
る。
￨￨(1993b)は 中田喜直の歌曲 《おかあさん》 を音楽刺激 として用 い,短 大生 と 4・ 5歳 児 を
小チ
被験者 とし,両 者 の想起過程におけるエ ラーの相違点を明らかにした。両被験者に共通 してみ られ
たエ ラーは, 2小 節 目「一点 ロー ー点嬰へ十 点 口」 が「一点 ローー点嬰ヘー ー点イ」 に変容す る
とい うものであった。

これは,「 ラー ミ」 とい う先行旋律 に対 してほとんどの場合 「ソJが 後続 されるとい う,唱 歌 ・童
謡の音 の推移確率 を支持す るものであ り,我 々の中に無意識のうちに蓄積 されてい る,わ らべ歌 ス
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キ ーマ が働 いた と考 えられる。恐 らく,「 なあに」 とい う歌詞 の高低 アクセ ン トが こ う した下降旋
律 パ ターンを導 きだ したのであろう。一方 ,両 者 間で異 なるエ ラーがみ られたのは, 3小 節 め「一
点 ロー ニ 点嬰ハー ー点イー ー 点嬰 ヘー ー 点イ」 であった。

幼児 のエ ラーは,音 高が ふ らつ き曖味 に歌唱する ことに起 因す るものが大半であつたが ,幼 児教育
専攻学生 のエ ラー は,90%以 上が「一点 ロー ニ 点 ニー ー 点 ロー ー 点イー ー 点イ」 と変容す るもので
あ った。

つ まり,学 生達は原曲とは明らかに異なる和声構 造に基づいて再生 したと考えられる。旋律 を記
憶 し想起する過程 の中で,子 どもの歌 としてはあまり馴染みのない独特な I― Ⅵ―Ⅲ一Ⅱの和声進行
は,聞 き覚えのある I― Ⅵ―Ⅳ―Iへ と変容 し,そ れに基づいて旋律が再構成 されたのだろう。その
結果,旋律輪郭が似 ている ものの音高 の異なる旋律が想起 されたのではないだろ うか。 ほとんどの
学生達は,指摘 されるまで自分たちの間違 いに気づかなかった。 この,無 意識 の うちに起 こ して し
まうエ ラーは,内 化されているスキーマのどのような作用 に因るものだろうか。つ まり,音 楽スキー
マ に完全 に則 つていれば,エ ラーは起 きないのだろ うか。 音楽スキーマから少 し外 れた ものに対
しては, どのような作用 をもたらすのだろうか。
Ogawa,Kimura&Mito(1995/1996)の 研究 は,こ うした問題意識から派生 した。実験では音楽訓練
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歴 5年 以内の音楽経験者 と非熟達者 を姑象 に,終 止部分の異 なる 4種 類

(1999)

,4小 節 の新規旋律 を用 い

て,ど の旋律が最 も分か りやす い かを尋ね,そ の後 で再認 をおこなわせた。旋律 は日本音階 スキー
マ に則 った もの (IS), 日本音階 と西洋音階 の 2種 類 のスキ ーマが混合 した もの (MS),音 階 スキ ー
マか ら逸脱 した もの (OS),邦 楽専 門家 の節 回 しであ り日本音階 スキ ーマ か らは若干逸脱 した旋律
(DS)の 4種 類 である。
この 中で最 も分か りやす い とされた旋律 は 日本音階スキ ーマ に則 つたISで あ った。 しか し再認結
果 は思わ しくな く,よ く似 た旋律 と間違えて しま う。 これに姑 して 2種 類 のスキーマが混合 したMS
の特異 な旋律進行 は再認 の手がか りとな り,逆 に成績が良 くなる ことが 明 らかにされた。実験前 の
仮説 ではスキーマか ら少 し逸脱 したDSの 特徴的な音進行 (一 点嬰 ヘー ー 点 ニー ー 点ホ)が 記憶 の際
の何 らかの きっかけになるのではないか と予想 してい たのだが , MSの 特異 な終止型 (一 点 ハー ー
点ニー ー 点ホ)の 方が音楽経験 の浅 い被験者達 にとつては,記 憶 の手がか りになったようである。
更に大学生 を汁象 にお こなった再生実験では,IS,DS,MS,OSの 順 に少ない 回数 で再生 され, 4小
節 目にエ ラーが集中す ることカド
確認 された。以上の結果か ら,よ く知 っている旋律 を思 い出す際 に
,

似た旋律 と混同 しエ ラー を起 こ しが ちな こと,ス キ ーマ か ら外 れた特異な旋律が意外 にも想起 しや
すいこと,被 験者各 自が スキーマ と照 らし合 わせて「分か りやす いJと 判断 した旋律が,必 ず しも
覚 えやす い訳 ではないこ と等が明 らかにされた。 この よ うに被験者のエ ラーの分析か ら,ス キ ーマ
か ら逸脱 した ものが逆 にス キーマ を刺激するとい う,興 味深 い結論が得 られた。

5.音 楽 ス キ ー マ の 形 成
スキーマ理論 を応用する際,課 題 の一つ として指摘 されるのは最初の段階でスキーマが どのよう
に獲得 されるのかが明確 でない, とい う点である。先行知識 もな く解釈 の指標 となるスキーマ もも
たない子 どもは,ど のように新 しい 情報に対処するのであろうか。1980年 代 に報告されたプロジェ
ク ト・ゼロの 6年 間にわたる研究成果 (1981,1983,1988)と Dowling,W.J.(1982,1984b)の 研究
は,こ の意味において非常 に重要な手がか りを与えて くれるものである。
Davidsonら は78人 の子 どもたちを対象 に自発的な歌唱行動が どのように発達す るか,フ ォー ク
ソングをどのように学習す るかを観察研究によって明 らかにした。彼 らは「輪郭スキーマ」 とい う
用語を使 うことによって,子 どもの歌が どのように変遷 し,又 ,フ レーズや音階構造の把握,調 の
安定性 といったさまざまな知識が どのように獲得 されるのかを示 した。 この輪郭スキーマは子 ども
によって歌われる特徴的な音構造 を意味 しているが,確 固たる枠組みを指 しているのではな くPia―
gct,J.(1951)の シェマの概念 のように,環 境 との相互作用 によつて同化 ・調節/1雰 正を繰 り返す も

のと考え られる。
彼 らによると,ま ず子 どもは狭 い音域内の音を,繰 返 しあるいはまとめて歌おうとする。音高は
しばしば不安定であるが,大 抵,下 降型であ り3度 音程 の輪郭を形成 してい る。その 3度 の輪郭ス
キーマがフレーズの境界 として確立 されると,次 に 4度 , 5度 , 6度 と輪郭 は広がる。 しか し段階
的に輪郭スキーマが拡がるとい う訳ではな く,ス キーマの隙間を埋めるような「充填Jプ ロセスが
認められる。 このような発達過程は同時に個々の音高の分化 と安定 を助長 し,そ れに伴 って輪郭ス
キーマが洗練 されて くるとしている。子 ども達の歌の学習過程 と自発的な歌 の発達過程 にみ られる
類似性は,こ のモデルの信頼性 を裏付けるものであ り,改 めて,入 力 される情報 との相互作用の中
でスキーマが動的に機能 していると確認できよう。
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一 方 ,Dowlillgも これ とよ く似 た手続 きを取 り入れてい る。彼 は21人 の子 どもの 自発的な歌 を録
音 ・分析 した結果 ,反 復 と変奏 を通 して子 ども達 の歌が徐 々 に構成 されてい くことを指摘 し,浮 遊
す る音が次第 に輪郭や枠組み をもった歌 へ と変化 してい く様相 を具体的に示 した。更 に,自 発 的な
歌 と標準的な歌 (童 謡や子 どもの歌 )の 記憶実験 をおこない,標 準的 な歌 に比べ て自発的な歌の場
合 は,再 認 はで きるが再生がで きない ことを明 らかにした。 この 自発的な歌 の再生が で きなか った
理由 として,彼 は,実 際 にその歌が歌われた状況が子 どもの思 い 出の 中で変 わっていることをあ げ
,

知覚 と生産 に携 わるスキーマが共通 なのではない か,ス キーマ によって 自発的な歌が市1御 されてい
るのではない か と推測 してい る。

6.今 後 の課題
以上,1980・ 90年 代 に発表 された認知心理学的アプローチに基づ く研究を中心に,音 楽聴取や記
憶の領域でスキーマ理論が どのように適用 されてい るのかを概観 してきた。1970年 代 さまざまに定
義されたスキーマは,現 在 ,そ の獲得過程や変容過程 を組み込みなが ら, どう作動するのか,だ か
らどうなるのかといった具体的な予測を盛 り込んだ,よ り音楽的なモデルの提示へ と向か っている。
多 くの研究者達が指摘 しているように,昨 今み られる音楽理論 と認知心理学 の相互の歩み寄 りの成
果によるものであろう。音楽心理学者達は Schcllkcr,H.(1956)や Mey針 ,L。 (1956)及 び Lerdalll&
Jackcndo∬ (1983)の 理論を基 に,い かに音楽に適用 できるか,提 出 したモデルがいかに音楽的 に運
用できるか といったことに最大 の関心を払 っている。 これまでの音楽心理学 の実験があまりにも実
験室的であ り,音 楽的文脈 のほとんど感 じられない音刺激が使 われてきたことを思 うと,本 稿 で述
べ た心理学的な実験 。検証がかな り音楽サイ ド寄 りになってお り, しかもより現実に即 したものに
なっていると言えるだろ う。
しか し一方 で,こ うした心理学的研究の成果が本当に音楽教育に生かされているのかとい う批判
もある。Hargreaves,Do J.は 「認知心理学的アプローチも情報処理モデルも,音 楽教育の実践に対 し
て,今 までの ところ直接影響 を及ぼしていない」 と悲観的な意見 を述べ てい る(め 。音楽心理学 の実
験データが,音 楽教育 に対 して有効な提言や情報を提供するためには,ど うすればよいのだろうか。
音楽教育が抱 えている課題 は非常に抽象的で複雑 である。我 々はなぜ音楽を聞 くのか。音楽 の もた
らす情緒的美的体験 はどう説明すればよいのか。音楽が ひきおこす感情 の揺れ と音楽を理解す るこ
とはどのような関係にあるのか。音楽創造に含 まれる内的且つ情緒的な過程 は,ど のように育まれ
るのだろうか。
これらさまざまな問題は,音 楽認知心理学 はもとよ り,情 報科学,神 経科学,言 語学 といつた近
接領域 との学際的な研究によつて,多 角的に展 開されることが望 まれよう。認知心理学 は,実 際の
教室の中で展開されている国語や算数教育に参画することによってはじめて,理 解や知識獲得 ,動
機づ け等 ,高 次 の認識活動を研究テーマ として扱えるようになったとい う。音楽心理学 も,音 楽教
育学 の教育的な視点を加えなが ら,よ り広い文脈下でこうした問題点を再検討す る必要がある。
本稿では,ス キーマ理論が,人 間を情報処理機構 にたとえなが ら,一 方でいかに人間らしくふる
まうかとい う人間の主体的側面に力点を置 く理論である, と紹介 した。今後,音 楽聴取や記憶 の領
域だけでなく,学 習や教授,演 奏,作 曲とい う音楽を取 り巻 く諸行動 のメカニズムを解明する上 に
おいて,重 要な鍵 となるはずである。
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の他 に,梅 本 (1986)Hants(1984)Sw
n(1986)ら による階層理論があげ られる。
(2)Httgreaves,DJ.『 音楽 の発達心理学』小林芳郎訳 (田 研 出版1998)に 紹介 されてい る。
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