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The purpose of tbis studyis toinvestigate whetherimplicit memory
for

novelmelodiesis

dependent on scale schema．Ifitis schema dependent，then melodies based on the chromatic scale

Sbould be more d此cult to
retain than those based on the diatonic scale，because the chromatic

SCaleisinconsistent with scale schema．Experimentalresultsindicated a significant prlmlng e任ect

ぬr melodies based on the chromatic scale，and this e庁ect was similar to that reported byIkoma

（2002，Exp．2）ぬr diatonic scale melodies．This丘nding suggests thatimplicit memoryぬr melodyis

not dependent on scale schema．The theoreticalimplications ofthese results are discussed．
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潜在記憶に関する研究は当初，単語など言語材料

を用いたものがほとんどであったが，潜在記憶が主

に知覚的情報として保持されることが明らかになっ

てきたこともあり，非言語材料を用いての検討も増

えている．音楽情報の潜在記憶についても検討が見

られるようになっており，和音（川口・三雲，

1993），リズム（Goto，2001）などの他，メロディ

についても進められている．

メロディの潜在記憶はどのような情報として保持

されるのだろうか．先行研究においては，学習時と

テスト時で音色を変えた場合（托retz，Gaudreau

＆Bonnel，1998），随伴する和音を変えた場合（太

田・田中，1997）などにおいても同様のプライミン

グ効果が認められることが示されている．よってメ

ロディの潜在記憶はある程度の符号化が行われた形

で保持されていると考えられる．

では，そこには何らかの音楽的なスキーマは関与

しているのであろうか．音楽の知覚や記憶において

そういったスキーマが重要な役割を果たしているこ

とは広く知られているが（例えば，Snydeち2000），

メロディの潜在記憶についても同様のことがいえる
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であろうか．これを検討した三雲・川口（1997）

は，音階音のみで構成されたメロディとその構成者

のうち1音を50セント（＝半音の半分の音程）ずら

したものとについてプライミング効果を検討した．

その結果，音階音のみで構成されたメロディにおい

てのみ有意なプライミング効果が確認され，三雲・

川口（1997）はこれをもって，メロディの潜在記憶

には音階スキーマが関与していると主張した．

しかし，三雲・川口（1997）が用いた実験手法

は，以下のような点において問題がある．第一に，

音階スキーマはド～シの7青からなる西洋音階（全

音階）に対応する構造であるとされる（三雲，

2000）のであるから，そのようなスキーマの関与を

検討したいのであれば，全音階のみで構成されたメ

ロディと12半音による半音階で構成されたものとで

比較するべきである．仝普階のものと，12半音階に

も含まれ得ないような音程を含むものとの比較では

適切でない．

また，三雲・川口（1997）で用いられたプライミ

ング課題は，50セントずれた音を含んでいるかどう

かの判断を求めその正答率への促進的な効果を潜在
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記憶の反映とみなすものであり，ここにも問題があ

る．このような課題要求であれば先行聴取したメロ

ディの顕在記憶との照合によっても正答率の向上が

可能であり，よって意識的想起汚染（Bowers＆

ScllaCteち1990；林，1999）を受ける恐れがあり潜在

記憶課題としては適切とはいえない．また，そもそ

もこの課題では一方の条件の測度は′削こ信号検出理

論におけるHitに，他方は常にCRにそれぞれ対応

しており，反応バイアス等の問題を考慮せずそのま

ま比較するには向かない測度である．

そこで本研究では，上記のような問題点を踏まえ

た上で，12半音階に基づく新奇なメロディが潜在記

憶に保持され得るのかどうかに焦点を当て検討を行

うこととする．

本研究では潜在記憶の測度として印象評定値に現

れる単純接触効果を用いる．単純接触効果が顕在記

憶ではなく潜在記憶によってもたらされることほ多

くの研究において示されているが（例えば，

Halpern ＆ 0’Conn叫 2000；Seamon，Ⅶilliams，

Crowle沸Kim，LangeちOrne＆Ⅶishengrad，1995），

本研究において潜在記憶の測度とすることの利点は

以下の通りである．まず，印象評定という容易な判

断を求める課題であることが挙げられる．前述のよ

うな三雲・川口（1997）の課題，あるいは提示され

たメロディに後続すべき音を鍵盤上で指定させる太

田・田中（1997）の課題をどに比べ，被験者の音楽

的な才能や熟練の多寡によって課題の難易度が大き

く変動するような危険性が薄い．また，三雲・川口

（1997）の課題と異なり先行提示の有無にかかわら

ず全ての刺激に対して同じ測度を得るため前述のよ

うな反応バイアスの問題を回避できる．そして，課

題の性質上，意識的想起汚染に対しても頑健である

と考えられる．

また，本研究と同様の手続きを用いた生駒

（2002，実験2）のデータとの比較についても行う．

生駒（2002，実験2）では音階音のみで構成された

メロディが用いられていることから，そこでの結果

と本研究での結果とを比較することにより，メロ

ディの潜在記憶における音階スキーマの関与の度合

いについて明らかにすることが可能となる．もし両

者の結果が同様であれば音階的な構造の影響はない

といえ，よって音階スキーマはメロディの潜在記憶

には関与しないと考えられる．一方，生駒（2002，

実験2）の結果のほうが上回っていたとすれば，そ

のようなスキーマの関与が示唆される．本研究にお

いても潜在記憶が認められ，かつ生駒（2002，実験

2）のほうが上回っていれば，そういったスキーマ

に基づく情報として保持される成分とそうでない成

分とがある可能性を考えることができ，また，そも

そも本研究では認められなかったとすれば，メロ

ディの潜在記憶はもっばら音階スキーマに基づく情

報としてのみ保持されていると考えられる．

方 法

被験者 計12名の大学生および大学院生（平均年

齢22．1歳）が実験に参加した．

刺激 刺激メロディの作成手法は基本的には生駒

（2002）と同様としたが，音階音のみを用いた生駒

（2002）とは異なり，12半音階に基づくメロディと

するため12半音からランダムに取り出した音高を用

い，48種を作成した．

いずれの刺激メロディも，オクターブ内の12半音

から6音をランダムに選択して並べ，簡単なリズム

を付加したものであった．用いた4種のリズムを

Fig．1に示した．音域はC4－B5の範囲内とし，かつ

各メロディを構成する6音は1オクターブ内に収ま

るようにした．刺激の長さはリズムにかかわらず全

て2sとなるようにした．音色はピアノの音色で，

これはメロディの潜在記憶に関する先行研究で広く

用いられており（例えば，Halpern＆0’Conn叫

2000）また，付加されたリズムはいずれもGoto

（2001）でも用いられた拍節性の高いものであり，

よってこれらの条件のために潜在記憶への保持が困

難となることはないといえる．

装置 MIDI形式で作成された刺激をパソコン上

で再生し，ヘッドホンを通して提示した．

手続き 実験は全て個別実験で行われた．用いら

れる刺激メロディが異なる点を除き，手続きは生駒

（2002，実験2）と同様であった．

実験は学習課題とテスト課題とからなり，両者の

間に約5分間の休憩を挟んだ．いずれの課題におい

ng・1Rbythm patterns usedin this experiment

（alsousedinIkoma（2002））．
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ても8sおきに刺激メロディが提示され，被験者は

それぞれの刺激に対する印象評定を1（全然よくな

い）～7（とてもよい）の7段階で行うよう求めら

れた．両課題においてはそれぞれ32刺激ずつが提示

されるが，うち16刺激はどちらの課題においても提

示され（01d条件），残り16刺激は片方の課題での

み提示された（New条件）．どの刺激がどの条件に

用いられるかは被験者間でカウンターバランスが取

られた．実験の所要時間は約20分となった．

結 果

テスト課題における平均評定値について対応のあ

る方検定を行った結果，01d条件のほうがNew条件

よりも有意に高い評定を得たことが示された

（才（11）＝2．74，少＜．05）．

学習およびテストの両課題におけるNew条件で

の評定値をそれぞれの課題におけるベースラインと

みなし，以下のように修正プライミング量を算出し

た．

修正プライミング量ニ（（テスト段階における01d

条件）－（テスト段階におけるNew条件））－（（学習

段階における01d条件）－（学習段階におけるNew条

件））

この修正プライミング量について対応のある方検

定を行ったところ有意であり（才（11）＝2．34，♪＜

．05），正のプライミング効果が確認された．
本研究の結果と比較すべく生駒（2002，実験2）

のデータについて同様に修正プライミング量を算出

した．’払blelに両実験における修正プライミング

量を示した．対応のない才検定の結果，両実験間に

有意差は認められなかった（才（11）＝0．00）．

考 察

本研究では，12半音階に基づく新奇なメロディが

潜在記憶に保持されうるかどうかを検討した．その

結果，学習課題で一度提示されたメロディはテスト

1もblel Mean prlmlng SCOrein this experiment and

inIkoma（2002，Exp．2）．

This Exp． Ikoma（2002，Exp．2）

0．24 0．24

（0．35） （0．41）

SDs
arein parentbeses．

課題における再提示時に未提示のものよりも高い評

定を得ることが示された．よって学習課題において

聴取したことによる単純接触効果が生じたといえ，

したがって本研究で用いられたメロディが潜在記憶

として保持され得ることが示された．

また，本研究におけるプライミング量を生駒

（2002，実験2）のものと比較したところ，双方と

もほぼ同様であることが示された．生駒（2002，実

験2）は全音階に基づくメロディを用いており音階

スキーマに合致しやすいと考えられ，一方で本研究

で用いられたメロディは必ずしも音階スキーマには

合致しない音高構造によるものである．よってもし

メロディの潜在記憶が音階スキーマに基づく情報と

して保持されるのであれば，本研究でのプライミン

グ量は生駒（2002，実験2）のものを下回ると予測

される．しかし，分析の結果，両者とも同等のプラ

イミング量を示し，その間には差が認められなかっ

た．このことは，12半音階に基づくメロディも全音

階に基づくものと同程度に潜在記憶に保持され得る

ことを示しており，したがってメロディの潜在記憶

は，三雲・川口（1997）の主張に反し，音階スキー

マの関与をほとんど受けないことが示唆されたとい

える．

一般に，メロディの知覚や記憶においては，音階

スキーマが大きく関与することが知られている．そ

れに対し，本研究の結果からは，メロディの潜在記

憶には音階スキーマがほとんど関与していない可能

性が示された．ただし，メロディの潜在記憶は音高

構造に関するいかなるスキーマの関与も受けないと

までは必ずしもいえない．全音階に対応する音階ス

キーマについてはこのように否定的な結果が得られ

たが，50セント外れた音を含む音高系列にはプライ

ミング効果が認められなかったとする三雲・川口

（1997）の結果を考え合わせるのであれば，全音階

ではなく12半音階に対応するようなスキーマが存在

し関与している可能性を考えることも可能であろ

う．この場合，メロディの顕在記憶は全音階の音階

スキーマに，潜在記憶は12半音階に基づくようなス

キーマに，それぞれ基づく情報として保持されてい

るという点において，両者の間に禿離があるという

ことができよう．
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