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In recent years, studies of music perception have increased because the development of 

computers makes it possible to produce and control musical stimuli accurately. In this area, 

music expel~ience of listeners is considered an important factor. Musically experienced lis-

teners are usually superior to inexperienced listeners in tasks such as melody recognition 

or chord discrimination, since experienced listeners have greater sensitivity to musical struc-

tures and have acquired a standard set of verbal labels for musical notes and intervals. In 

this paper, we review studies concerning the relation between music experience and music 

perce ption. 
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数弁別閾が測定されている．純音に対して非音楽家

の半数が音楽家の周波数弁別閾の5倍も大きな値を

示したが，残りの半数の非音楽家は音楽家と同程度

の低い弁別閾を示した．複雑なパタンをもつ音響刺

激に対しては，聴取者の素質と訓練による影響がま

すます大きくなる．継時的に提示される10の音をペ

アにして提示し，2つのパタンが同じか違うか比較

判断させたところ，聴取者によって明確な違いが見

られている．初めに測定された音楽家の周波数弁別

閾は非音楽家の1／3であった．しかしパタン刺激の

弁別課題を30時問以上にわたって訓練された非音楽

家は，音楽家よりも低い弁別閾を示した．一方音楽

家の弁別閾は実験課題の遂行中に急激に低くなるこ

とはなかった．音楽家の周波数弁別能は比較的安定

しており，音響心理学における実験で音楽家が聴取

者として参加することが多い理由となっている．

　2つの異なる高さの音が同時に提示された場合に

は，協和の感覚が生じる．協和感に関しては音響学

的に説明することができる．歴史的に，共通倍音が

多いほど協和するという説や捻りが少ないほど協和

するという説があったが，臨界帯域内の音が少ない

ほど協和するという説が現在は最も有力である
（P1omp，1976）．臨界帯域とは，それ以上広げても

信号の閾値が上昇しなくなる雑音の帯域をさす．聴

覚末梢系は，このような帯域通過フィルタ群（聴覚

フィルタとよばれている）を含むような機能を持っ

ていると仮定されている．通常の楽音は多くの部分

音を持っているため，不協和感が高くなるのは臨界

帯域内に多くの部分音が出現する場合であると説明

されている．

　非調波複合音の部分音を聞き出す能力は音楽家の

方が優れていることを見い出したSoderquist（ユ970）

は，音楽家はより鋭い聴覚フィルタをもっていると

説明したが，Fine＆Moore（1993）は，音楽家と非

音楽家の聴覚フィルタを測定し，聴覚フイルタの帯

域幅は両者の問で異なるものではないこと，異なっ

ていたのはフイルタ通過後の検出処理の効果である

ことを示している．ただしその差が生得的な要因で

あるのか音楽経験によるものであるのかは明らかに

されていない．Moore＆Ohgushi（1993）は，音楽経

験の豊かな者が部分音を聞き出す能力について調べ

た結果，個々の部分音のピッチが聴神経のニューロ

ンの位相固定パタンとして符号化されると提案し

た．末梢で分解された部分音についての周波数情報

は同じ中枢系に達し，ピッチ処理に関する部分音の

再構築が行．われていることが提案されている
（Beerends＆Houtsma，1986．1989）．

　同時的，もしくは継時的に2つの音が提示された

第20号

場合には，2音問の高さの隔たりである音程が知覚

される．オクターヴや5度のような基本的な音程の

感覚は，音楽的訓練のない聴取者も持っている
（Terhardt，1978）．調整法により・，音程の正確さを

音楽経験の異なる聴取者について調べた結果から

は，音楽家の方が常に音程の調整が正確であり，一

貫性も高いことが示されている（E11iot，P1att，＆

Racine，1987）．音楽家の成績は音楽的な協和性の高

い音程，つまり2音の周波数比が単純な整数で表わ

されるほど正確であったが，経験の少ない聴取者に

このような傾向は見られなかった．また，音程の提

示方法が継時的であった場合と同時であった場合と

を比較すると，音楽家の成績に提示方法の違いによ

る差は見られなかったが，経験の少ない聴取者には

差が見られた．長2度音程を除いて同時提示の成績

の方が，継時的な提示と比較してエラーが少なかっ

たのである．

　この同時提示音程の成績のよさは協和の感覚，つ

まり「快さ」が大きな役割を果たしていると考えら

れる．「快さ」の評価は聴覚末梢系で分解された成

分音問の相互作用のパタンによって決定される

（Terhardt，ユ984）．長2度音程を同時提示した場合

に起こった成績の低下は，この音程幅が臨界帯域幅

より狭く分解され得なかったために2音問で妨害が

起こったと推測される．音楽家の成績に提示方法に

よる差が見られなかった原因として，協和の感覚に、

頼らなくとも音程に対する内的な基準がよく発達し

ていたことが考えられる．しかしTerhardt（ユ984）

は，感覚的協和が音楽的な協和を完全に説明するも

のでないことも述べている．

　音楽経験の少ない聴取者は継時的な音刺激よりも

同時的な音刺激の処理に優れているという結果か

ら，旋律よりも和音の知覚が優位にはたらく可能性

が示唆される．文脈をもった音楽刺激の知覚には，

音楽経験の違いがさらに大きく影響すると考えられ
る．

3．音楽を構成する要素の知覚

3．1．音程のカテゴリー知覚

　2つの音がその周波数にかかわらず同時に提示さ

れるとき，その音程は「和声的」であると形容さ

れ，時問を隔てて提示されるときに「旋律的」と形

容される．音楽作品の多くは離散的な音の高さの集

まりである音階を枠組みとして作られており，音程

は音階の基本的単位となる．周波数比が2：1の関係

にあるオクターヴを隔てた2つの音は音楽的に同じ

音名をもち，音階は1オクターヴの中に音程を定め

ていくことで決定される．
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　音楽家とよばれる人のほとんどは，和声的であろ

うと旋律的であろうとオクターヴ内の全ての音程を

完全に知覚することができると主張されている

（Burns＆Ward，1982）．周波数比を長2度や完全

5度のような音程カテゴリーとして認知する能力は

相対音感とよばれ，明白な外的基準を用いずに音楽

作品の調性を当てたり，適した音名で楽音を同定出

来る人の能力は絶対音感とよばれている
（Houtsma，1995）．絶対音感や相対音感をもつ音楽

家と音楽経験の少ない者が，文脈のない状態でどの

程度全体的な音程判断ができるかを調べた結果から

は，音楽経験の少ない者は音程をカテゴリー化する

能力が制限されており，音程の大きさによって判断

が異なることが示されている（Siege1＆Siege1．

1977a，b）．一方，音楽家は正確に音程をカテゴ

リー化し，判断の信頼性も高く，カテゴリー問に重

複もみられない．絶対音感をもつ人の判断はさら

に，音程の大きさの変化に依存しないことが見い出

された．このカテゴリーは生得的なものでなく，文

化に依存した音楽的訓練によって獲得されたもので

あると提案されている．その理由の1つとして，楽

器のピッチを相対的に合わせるジャワの言葉に「絶

対音感」という言葉が存在しないことが述べられて

いる．

　カテゴリーを利用した音程の絶対判断は全ての周

波数比に対して適応されるものではなく，半音以下

の音程には対応しきれない（Siege1＆Siege1．

1977b）．マグニチュード測定法を用いて知覚された

音程の大きさを調べた結果から，音楽経験の豊かな

者は西洋音楽のカテゴリーから外れた音程もカテゴ

リーに合っているように評価する強い傾向が見い出

された．つまり，音階上の音から！／2半音ずれた音

を境界線として，より近い方のカテゴリーとして音

程が知覚されるのである．これは，音楽的訓練に

よって獲得された内的基準が純粋な音程の知覚を不

正確にすることを意味している．カテゴリーを利用

する音楽経験の豊かな者が常に音程を正確に知覚し

ているとはいえないのである．

3．2．旋律の知覚と記憶

　単音の連続である旋律は，音楽を知覚する上で非

常に目立つ音楽的要素であり，近年多くの研究が行

われている．旋律を知覚するには，旋律を作る音の

高さの連続における一貫性を知覚する必要がある．

旋律は旋律的音程が無秩序につながったものではな

いからである．

　旋律の特徴の1つは音の高さの上昇下降パタンで

ある旋律の輪郭によって表わされる（Dowling，
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1978）．旋律の再認実験を行った結果から，輪郭も

音程の大きさも同一である旋律は正しく再認され，

異なる輪郭をもつ旋律は再認されにくいことが示さ

れている．全体的な輪郭は共通するが一部の音程の

大きさが異なる旋律に対して，聴取者は最も再認に

困難を感じる．音程の大きさが変化していても輪郭

が同じ旋律は間違って再認されやすいのである1

　輪郭は旋律知覚において重要な手がかりとなって

いるといえるが，常に有効な手がかりであるとはい

えない．旋律がより長い期問記憶されて親しみやす

くなったり，旋律が長くなるときに輪郭は重要な特

徴ではなくなる．輸郭が重要になるのは，前に聞い

たことがない短い旋律を知覚する場合といえる．

　旋律の知覚に有効な別の手がかりに謝性がある．

調性は，西洋音楽の全音階によって与えられる音の

高さの枠組みであり，音の役割を互いに階層構造関

係にあるように割り当てている．音階の中で主音

（トニカ）を基本となる音とし，音階のほかの全ての

音はこの主音と関係づけられている（Krumhans1．

1990）．主音は音階の中で最も安定しており，ほか

の音は主音へと白然に引き寄せられる傾向にある．

旋律の音の高さを体制化し，理解する上で調性は強

力な手がかりとなるが，調性が旋律知覚に及ぼす影

響は発達段階によって大きく異なる．

　9ヶ月から11ヶ月の乳児は5音旋律中の半音の変

化を検出できることが示されている（Trehub，Cohen，

Thorpe，＆Morro㎎ie11o，1986）．乳児の成績は，旋

律の文脈に影響されることはなく，旋律が全音階の

文脈であろうと非全音階の文脈であろうと同じで

あった．乳児が調性を手がかりとして旋律を知覚し

ているとはいえない．1歳になった頃から子供は離

散的な音高を用いて自発的に創作した歌を歌うが，

この歌で子供が調節しているのは正確な周波数では

なく輪郭の上昇一下降パタンであるため，輪郭がこ

の時期の子供にとって重要な旋律の特徴となってい

ることがわかる．しかし，4歳から6歳までの子供

が5音旋律中の半音の変化を検出する成績は概して

乳児よりもよく，非全音階の場合と比較して全音階

の文脈の場合にさらに成績がよかった（Trehub　et

a1．，1986）．音楽経験が増すにつれて旋律知覚にお

ける輪郭の重要性は減少し，全音階に基づく調性が

手がかりとなりはじめるといえる．小さな子供に

とって輸郭が重要であるのは，音楽文化における音

階の音程パタンが学習され，聴取者の音の高さの枠

組みに音階が組み入れられるより前であるため，と

説明されている．そして成長するにつれて謝性にお

ける音の高さの階層構造についての複雑化’したス

キーマを獲得し始めることが示されている（Krum一
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hans1＆Kei1．1982）．調性音楽における音高系列の

表象として階層システムも提案されている
（Deutsch＆Feroe，198ユ）．

　大人の旋律知覚における調性の効果はさらに音楽

経験によって異なる（Bart1ett＆Dow1ing，1980）．

5音旋律や親しみのある音楽の一部の再認実験を

行った結果，調性の近さや遠さにかかわらず音楽の

専門家はほとんど完全に課題を実行できた．しかし

ある程度の音楽経験をもつ大人は，輸郭は共通する

が一部の音程が変えられた2つの旋律は，調性が近

く音階の類似性が高い場合に同じであると混同して

再認する傾向が認められた．この混同は，5度圏上

で調の隔たりを増やして音階の類似性を少なくする

につれて減少することが示された．音程の大きさの

変化が同じであっても，調性の距離の効果がより大

きく影響しているといえる．・

　旋律を再認するには旋律に含まれる各音を記憶す

る必要がある．音高情報の記憶に用いられる方略と

して，聴覚的モダリティのまま保持する方略，楽譜

表象などの視覚的モダリティや楽器を弾く指の運動

のような運動感覚的モダリティなどに音高情報を変

換する方略，階名や音名などに音高情報を言語的に

符号化する方略などがある．標準旋律と比較旋律の

同異判断を求める実験で4条件の干渉刺激が挿入さ

れ，その妨害効果から聴取者の符号化方略を推察し

たところ，音楽経験の豊かな聴取者は，保持期問中

に階名系列を追唱することで標準旋律の記憶が大き

く妨害を受けたことが示された（三雲，1990）．神経

心理学的アプローチからも，音楽経験の豊かな聴取

者の調性的な旋律に対する処理は，言語処理機能が

みられる左大脳半球で行われることが示されている

（三雲，1993）．音楽経験の豊かな聴取者は，言語的

符号化方略を用いて調性的な旋律を記憶していると

いえる．

　一方音楽経験の少ない聴取者は，前もって獲得し

た潜在的な規則のみをもとに旋律を知覚することが

示唆されている（Cuddy，Cohen，＆Mewhort，1981）．

音楽理論上で様々な音楽構造をもつ7音旋律に対す

る調性感の評定に，専門的な音楽訓練を受けたグ

ループと受けていないグループとの間で高い相関が

みられたためである．同じ旋律を再認させる実験で

は両グループの問に差が見られたため，調性感の評

定のような全体的な旋律知覚においては音楽経験に

よる差が見られにくいといえる．音楽経験の少ない

者が旋律の各音を言語的に符号化できず，正確に記

憶できないとしても，音楽全体の評価が音楽経験に

よって全く異なるとは限らないのである．

第20号

3．3．和音の知覚

　旋律のみの知覚の研究が多く行われているのに対

し，和音に着目した研究はそれほど多くない．和音

は3音以上の同時的な音から成るもので，各構成音

の周波数によって規定される．しかし，単純に周波

数比を調べるだけで十分に和音が規定されるとはい

えない．たとえば，3音が3半音，4半音，7半音

から成る場合，3半音が下にある場合と4半音が下

にある場合とでは知覚される和音が全く異なったも

のになる．前者は短調の主和音を構成する短3和音

であり，後者は長調の主和音を構成する長3和音と

なる．

　西洋音楽における和音の音楽的協和は，複合音の

感覚的協和に基づいている（Rasch＆P1omp，1982）．

周波数比が単純な音程から構成される和音は協和的

とされ，単純でない場合は不協和とされる．和音の

協和感には相対的な音程が重要なのであって，必ず

しも絶対的な音の高さを符号化する必要はない．オ

クターヴ（2：1）や5度（312）といった音程は，非西　　　［

洋音楽システムにおいても協和音程とされている．

複数の音楽文化に共通する協和音程が存在すること

から，和音の知覚に音楽経験の及ぼす影響は少ない

と考えられる．

　調性感の確立には，継時的に提示される全音階よ

りも長3和音の方が重要であることが示されている

（Cuddy＆Badertscher，ユ987）．長3和音，全音階，

減3和音（2つの3半音から成る和肯）の音楽的文脈

に続いて1オクターヴに含まれる12音のうちいずれ

かの音が提示され，最後の音が音楽的に合って聞こ

えるかどうかを主観的に評価させたところ，長3和

音の場合に調性の枠組みとなる全音階の音が高く評

価されていることがわかった．長；和音が調性構造

のプロトタイプであること，音楽経験による差が見

られなかったことから，正規の音楽訓練を受けてい

るかどうかにかかわらず基本的な調性構造の知識は

獲得されることが示唆された．

　音色が操作された2つの和音を続けて提示して同

じか違うかを判断させた実験では，全音階和音に対

して音楽経験の豊かな聴取者がよい成績をあげてい

ることが示されている（Bea1．1985）．音色を弁別す

る能力は音楽経験によって本質的に変わるものでは

ないが，音楽経験の豊かな者は音色が異なる同じ構

造の和音を正しく判断できる一方で，経験の少ない

者は同じ構造の和音であっても音色が違うと異なる

和音であると判断する傾向にあった．この研究で

は，音楽経験の豊かな者は白分達の文化の音楽の中

で出会った音楽構造に特異的な知覚・認知スキルを

発達させており，この知識が不足している場合は和
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音の音響的特性に基づいて判断していると述べられ

ている．旋律と和音を同時に提示した2つの音楽刺

激の類似性を判断をさせて和音の音色の効果を調べ

た実験からも，音楽経験が少ない者が音色の次元を

大いに利用して判断していることが示されている

（Wo1pert，1990）．しかし，Wo1pert（1990）の追試を

行った研究からは，音色の変化が音楽経験の少ない

者に特異的に影響するものではないと述べられてい

る（Radvansky，F1eming，＆Simmons，1995）．

　伴奏としての和音が旋律知覚に及ぼす影響を調べ

た研究からは，旋律と和音が独立に処理されている

という証拠が示されている（Pove1＆Egmond，1993）．

9音から成る旋律が伴奏つきや伴奏なし，もしくは

異なる伴奏で提示されて，音楽経験の少ない聴取者

の旋律の再認がどのように影響されるかが調べられ

た．その結果，旋律の再認は伴奏の違いや伴奏の有

無に影響されないことが示された．

　しかし，旋律と和音の独立した処理を提案する研

究のほとんどが，和音が旋律知覚に及ぼす影響を調

べたものであって，和音白体の知覚についてはほと

んど調べられていない．両者を同時に提示した場

合，音楽経験の少ない者は旋律を符号化することは

できないが，同時的音程の処理には優れていること

から，和音の知覚における音楽経験による違いが，

旋律の知覚よりもみられにくいと考えられる．音楽

経験の豊かな者が旋律だけでなく，和音に含まれる

複数の同時的音程の符号化も正確に行っていたり，

音楽経験による有効な手がかりを用いて和音を知覚

しているのであれば，音楽経験による差は大きいと

も考えられる．しかし，音程を符号化する方略や全

音階構造に基づいた知識は部分的な音楽要素の処理

には有効にはたらくが，全体的な音楽知覚にはか

えって妨害になるとも考えられる．音程を識別でき

る音楽経験の豊かな者が，和音の協和・不協和を評

定する場合には判断に偏りが生じるため，音楽経験

の少ない被験者について調べるべ奉であるとの主張

もある（Bums＆Wa．d，1982）．今後は，旋律知覚

が和音の知覚に及ぼす影響を，音楽経験の異なる聴

取者について調べる必要がある．

4．音楽鑑賞時の知覚

4．1．音律の知覚

　1オクターヴ内の音階の音高を数理的に定めたも

のを音律という．オクターヴ内の各音程が主音に対

してできるだけ単純な整数の周波数比になるように

定められた音律に，ピタゴラス音律と純正律があ

る．純正律では，その調性において重要な3つの和

音を構成する各音間の周波数比が4：5：6とな
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り，和音を演奏する際に望ましい音律とされてい

る．ピタゴラス音律はオクターヴの周波数比を2：

1，完全5度の周波数比を3：2とすることで音階

を構成しようとするもので，旋律を演奏する際に望

ましい音律とされている（Heman，ユ964）．現在多く

のピアノの調律に一般的に用いられている平均律

は，オクターヴ内の12の半音の周波数比を全て等し

く定めたものである．これ以外にも歴史上様々な音

律が存在する．

　音楽心理学の研究において音律のみを操作した音

楽刺激を用いることで，実験的な素材だけでなく通

常の音楽作品における旋律知覚と和音知覚を調べる

ことができる．もし純正律が高く評価されるのであ

れば和声的要素が重要であることを意味し，ピタゴ

ラス音律が高く評価されるのであれば旋律的要素が

重要であることが推測されるからである．

　聴取者によって特定の音律を好む傾向があるかど

うかを調べた研究から，音楽経験と音律の問に関係

があることが示されている（P1att＆Racine，ユ985；

Loosen，ユ995）．定期的に楽器を調律する調律師，

楽器の演奏経験はあるが調律はしない非調律師，楽

器演奏経験が1年以下である非経験者が基準音と比

較音の周波数を調整する正確さを比較した研究で

は，調律経験というよりはむしろ音楽経験が音律と

関係することが示されている（P1att＆Racine，ユ985）．

Loosen（1995）は，9成分の合成音を用いて1オク

ターヴのハ調長音階の上昇および下降系列をピタゴ

ラス音律，平均律および純正律によって作成し，7

人のヴァイオリニスト，7人のピアニストおよび10

人の音楽経験の少ない者に提示した．どの音律を良

いと感じるか評価をさせたところ，ヴァイオリニス

トはピタゴラス音律を，ピアニストは平均律を良い

と感じることが統計的に示され，非音楽家は音律間

に好みの差を認めなかった．無伴奏の弦楽器で旋律

を演奏するときには，統計的には平均律から旋律に

望ましいとされるピタゴラス音律の方向（純正律と

は反対方向）に寄った音律で演奏されることも示さ

れている（Greene，1937）．ヴァイオリニストにとっ

ては旋律的要素が重要であると考えられる．反対に

平均律は通常のピアノの調律に用いられる音律であ

るため，ピアニストに好まれたのではないかと考え

られる．そして音楽経験の少ない者は，旋律的音程

のよさに関してはそれほど敏感ではないといえる．

　ピアニストが平均律を高く評価する傾向は平均律

による慣れが1つの要因として考えられるが，ピタ

ゴラス音律が高く評価されるという結果も示されて

いる（Ohgushi，1994）．基音から第8倍音成分まで

を含む（但し第7倍音成分はカット）複合音を用いて
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7種類の音律によるハ長調の8音から成る旋律（長

音階）を合成し，音楽経験の豊かな聴取者の各音律

の良さ（好ましさ）を調べたところ，評定尺度法およ

び一対比較法の2つの実験ともピタゴラス音律が最

も高く評価され，次いで平均律が高く評価されると

いう結果を得た．音楽経験の豊かな聴取者は経験の

少ない聴取者と比較して平均律に調律されたピアノ

に接する機会が多いと考えられるが，必ずしも平均

律が憤1れのために高く評価されるわけではないよう

である．

　実際のピアノ演奏を用いて音律の良さを調べた実

験結果からは，平均律がそれ以外の音律よりも低く

評価されることはないことが示されている（下迫・

大串，1996a）．これは，音楽経験の豊かな聴取者，

少ない聴取者に共通するものであった．ただしハ長

調の曲ではピタゴラス音律が，嬰ハ長調の曲では

ヴェルクマイスター音律とキルンベルガー音律が，

平均律と同程度の高い評価を得ている．純正律は2

つの調性の曲において，最も低い評価しか得られな

かった．この実験で用いられているような通常の音

楽作品には旋律的要素と和声的要素の両者が含まれ

ているため，ピタゴラス音律と純正律の中問的性質

をもつ平均律が高く評価されたと考えられる．

　しかし，持続的な音をもつオルガン音による演奏

を用いて聴取実験を行ったところ，音楽経験の違い

によって異なる結果が見出された（下迫・菊地・大

串，1996）．ピタゴラス音律，純正律，平均律をは

じめとする5つの音律による旋律的な曲と和声的な

曲を，音楽経験の豊かな聴取者と少ない聴取者に提

示して，主観的な良さについての評価を求めたとこ

ろ，和声的な曲の場合，音楽経験にかかわらず5つ

の音律に対する評価に大きな差は見られなかった

が，ピタゴラス音律が最も低く評価されることが示

された．旋律的な曲の場合は，音楽経験の豊かな聴

取者が純正律よりもピタゴラス音律を，経験の少な

い聴取者はピタゴラス音律よりも純正律を高く評価

することが示された．嬰ハ長調に転調した場合は，

いずれの曲においてもピタゴラス音律と純正律に対

する評価は大きく低下することが示された．この結

果から，実際の音楽作品の知覚において音楽経験の

豊かな者が旋律のよさに従って音律を評価するのに

対し，音楽経験の少ない者は同時に音が響く和音の．

よさに従って音律を評価しているのではないかと考

えられる．音楽経験の少ない者は旋律を和音と分離

して知覚するというより，全体的な音の協和の影響

を大きく受けている可能性も生じてくる．音楽作品

における旋律と和音の知覚についてのさらなる研究

が期待される1

第20号

4I2．視覚情報が音楽知覚に及ぼす影響

　音楽は一般に演奏された音を通して鑑賞されるも

のであり，音楽知覚の研究では通常，聴取実験が行

われている．しかし，音以外の情報が音楽知覚に影

響を及ぼす可能1性がある．例えば，演奏者の姿とい

う視覚情報は音楽知覚に大きな影響をもつと考えら

れる．

　音楽心理学の最近の研究では音楽的表現における

視覚情報の効果に注目が集められており，器楽演奏

を用いた実験が行われている（Davidson，1993；佐

久間・大串，1994）．

　打楽器演奏を用いた研究では演奏者の意図する表

情の伝達が音のみ，映像のみ，音と映像を提示した

場合にどのように異なるかが調べられ，演奏者の意

図の伝達に聴覚情報だけでなく視覚情報の影響がか

なりあることが示されている（佐久間・大串，

1994）．ヴァイオリンとピアノの演奏を用いた研究

では，各演奏者が同一曲を「無表情な演奏」　「通常

の演奏」　「誇張した演奏」の3通りに演奏したもの

をVTRに記録して心理実験を行っている（David
son，1993）．その結果，音のみを提示した場合に識

別されなかった「通常の演奏」と「誇張した演奏」

が映像のみ，あるいは音と映像を同時に提示した場

合に識別されたことから，演奏者の意図する表情の

理解に視覚情報が有効であることを示唆している．

　音楽演奏における視覚情報の影響が大きければ，

聴覚情報である演奏音が全く同じであっても演奏者

の身体の動きによって演奏全体の印象が変化する可

能性が生じてくる．しかし音楽演奏の評価に関して

重要であるのはあくまで演奏音であるとも考えられ
る．

　この聴覚情報と視覚情報の処理における音楽経験

の違いは，下迫・大串（1996b）によって調べられて

いる．この研究では，音楽演奏の中で一般的である

ピアノ演奏を用いて聴覚情報と視覚情報を組み合わ

せた刺激を作成している．まず，演奏者が同一曲に

3通りの表情レベル（「無表情な演奏」　「通常の演

奏」　「誇張した演奏」）を意図して演奏したものを

VTRに記録した．次に演奏者の身体の動き（視覚情

報）と演奏音（聴覚情報）を組み合わせることで全部

で9つの演奏をVTRに記録し，演奏音と身体の動

きが同一の表情レベルにない刺激を作成した．評定

者を音楽経験の豊かな者と経験の少ない者として各

演奏の表情の大きさ，主観的な良さについての評定

を求めたところ，音楽経験にかかわらず，音のみ，

映像のみで演奏者の意図した表情レベルは区別され

ることが示された．しかし音と映像を同時に提示し

た場合は映像が印象評定に大きく影響を及ぼすこと



I ~~~,~'**~~ii^,~~~~a)~n~:eC~~~;~~~*~~~(7)~~~~ 

~~;~;~~L, ~~)ft_~n~:l}~~~,~~.~~~*~~~~.~'~ ,f>'~~*~~l^~)/jJ f~~v*~~i~ 

~~)~)~~~"~~~~c~d~}.~~~tic"~'-'･-･'~'~*.~) ~~Lf,_-. ~**'~I~~~ ,~'~~~~~~)~:~>f~~ 

~~i~}~,~'=~~~~~i^~)/jJ t~~v ~~t~ ~ ~7~~B~:~~~ ~ ~r4~~)~~~ I-~ ~ ,*~* 

~l ~ ~L~ i~l= l/~)~~~-*~~=~ ~ f~~ v'~~~~~~f~: < '-'･-･･-･~'"~ ~;~~r 

~) ft_:~n~J~~'~'*'-'-"~'~*. ~) ~ ~Lf*.-. 

~~-I~ll=~~~)"･"~~j~~'+'~I ~~~+,~>+~E*~~ii~} ~>~>b ~ ~~~ ~ v> ~~.= 
~~, ~~~e ~~~~~~+,~*=~~~^~~~>'jJ f~~v'~~)~~~f~~~~l J; ~ ~~;~~) 

~)~~~~;~;n~~~~LCv*~. L~>L~~~~~~~)~~~~)/7~f~ 

C4~~~ ~O~~t L C v* /t ~)~>~>~~ /~ ~~ ~ ~> ic ~ ~LC v > f~~ 

v*. /s+4~~~f~~~"*~I'~~~~--~~)~~'-'-~~"~f~ic~~~~~~~)'1~~~~~~~)~EE"~~ 

;~'~*~~~~~) ~) ~)~･ ~ ~ ec~'~-'-*:~~~ ~~･~:~~z~) ~ ~ v* ~ ~ . 

5 . ~~'f~0)~---"~~~ 

'f;t~:~)~~~~7Ci~+~, ~'*-~I~~,~>'<~~:~,~~~)~:~>t~~~i~~/):1~,~~~:~~) 

~=~'I~~I ~~~Ov+~ /'~E~~~~~;~ib~~~:~~~~~>~' ~ ~ UCh~E*('~~~ * 
~DI~~~~~~J~L~r~) ~ ~~ ~l~D~~t~tLf._-. '~ UC~~~~~-+~i~~ 

~ ~~~t~･+･~I ~~ ~; ~ ~~~~~* ~~~i~~*~~c~~'*~I ~~E" ~f4^~rl++~* 4~~ ~ ;~ f..-

~), ~/~*~'~~~~~-+~I ~)~u~~~~~lE~~~~) ~ -~:'1~t~7~;v~~ 

~ ~"~;~; ~ ~Lf._-. 

~~*~ ~~>~<,~'*~~:~~)~~:~>~ ~,~~~~}-~~J~~5~~~"~r;~;~~=rl{~1~~~~ 

' ~I ~~'*~E*" -
i~~~~ Lf~~v'. ~~:~ < ~)~~~~7c;~~~~*~~~t~)~='+~I'~~~~',~"~t:~,~~^.~l~~=~~ 

~~ ;~~)+~f~~+~ ~ LCv*~~~~, ~:,~',~ic~~~'i~~~~~;~v*i~ ~~'*･~I 

~~.,f>'H~*~~^.~)~:~ ~~;~~n~l~t~) ~~)~i~~~;~f~~v*. ~]~) 

,~',~*~~~:^~~_~~f~~~fd~"~~'~'~~'~':Jll,f='~~~) ~ ~)~>~~;~l+~>' ~j~~);~~t:~~~^.~ 

~)~)~)~ ~~~E~ ,~='~,~='~ LCv'~) ~)~>Ic ~ O C ~ , ,f*',~~*,~~^. 

~)~~:~>~i~*f~~:~~~;~~~L~) ,f>'~E'~^~~~)p~J~~j Ov* 

C ~ , ~!~~f~~'="~~~~~~~~+~)~'"~--,-･)ll,~='~Ic ~ O C ~ f,_- ~ ~ ~~~),f*',~E*~'~~'~ 

~'~~ f~~~~~'~~~~_.+. ~~H~ < ~ ~ ~c ~ O C ~ f._- ~ ~ ~L~),~*=~~~~^.~~ 

~~~). ~'*'~I~~,~'=~~~~^.~)"J~!*~ 'f>'~~~~U~ ~tLCv'f~~ef~L}~ 

~,~~r f~~~~~,~5~^,~".~~~{;~:'~~･~<:*t_~) ~ ~ i~~ ~ f~~v'. ~'+'~I ~~~+,~'=~~ 

,~~~^~)~: ~> ~ ~; ~i~~)~-~~t ~) ~~~= r~l*~~~ ~; ~~~~ 'c t ~) '~Z･~:~~~5 ;~ 

~ .~!*,b ~L~) . 

~~ L C~'*'F~: '~~~~.,f*'-･~~*~~j{^~~)~i~>fd~'~tl~, ~=*'~I ~!~~~~~L-~)'~~)J~~ 

~~:v* ~ ~~f~~ ~ ~L~)ft_:~.n~:I}c~) ~ , ~~F.~._~*Ic~~E*4'~~~'I~j~~{~! 

~* f~~~~)~)~,f<:'~~ ~v*~ ~~ ~T:~tLCv*~) L~ ~, ~ 
~~,~'.EE~,~~~i^.~)~~:~>f~~~~t~~~~~~ro'~~)~~~, /+2E{~A~f~~l~~~~ a) ~ 

f~ici~･~ L ~ ~~'-*'~~!;~~~~) ~ ~ ~~~~ ~ ~LCv' ;~ ~) i~~ 

i~f~~v'. ~~--'~=~"'1'~~~~~~~~~.~ ~ Lf..- ~ , ~'*'~I ~~4^~r+~*4~~~ 

f~~ < ~ ~~**･~I~~~,~!~L~r~ ~l~+1)J~~~c~~ ~). f*.-~~ 

~~~~~""~~~~~~~ ~ f~~ < ~ ~, f~~:,~~'tLf,_-i~~~~~~*~~:+~~)J~; 

t*~rO~v'~ )~~~v';~ ~ ~ ~~l~~~~~)~). ~~~:~E}~~/~ 

~~~~~!t~~j~~) ~ ~LCv*t~~v'~"~, ~'*'~I ~{~,~',~~~~~)/jJ'f~~v'~~~~~ 

v'~>ec'~~I ~!~~,~Q~~: L, ~'*'~i ~~~:'-*~F='"fin~;~ ~>icOv'C~'~~'-'~'-=~ 

~~~L;~~~~~)~)~v>~~). 

~l ;B 5~ ~t 

47 

Attneave, F., & Olson, R. K. 1971 Pitch as medium: 

A new approach to psychophysical scaling. 
Americae4 Journal of Psychology, 84, 147-166. 

Bartlett, J. C., & Dowling, W. J. 1980 Recognition 

of transposed melodies: A key-distance effect in 

developmental perspective. Jourleal of Experimel4-

tal Psychology: Humonl; Perceptiol~ alud Performance, 

6, 501-515. 

Beal, A. L. 1985 The skill of recognizing musical 

structures. Memory & cogl~iti014, 13, 405-412. 

Beerends, J. G., & Houtsma, A. J. M. 1986 Pitch 

identification of simultaneous dichotic two-tone 

complexes. Jourr~al of the Acoe4stical Society of 

America, 80, 1048-l056. 

Beerends, J. G., & Houtsma, A. J. M. 1989 Pitch 

identification of simultaneous diotic and dichotic 

two-tone complexes. Joe4rnal of the Acoustical 

Society of America, 85, 813-819. 

Burns, E. M., & Ward, W. D. ~:~ ph~T~~f:-('-"~--'R:=R)1984 

~~~EL" ~~~~~~ib p}~(~ +~~ii~~~ )C~~~~~~:~ . -~;W~~~: 

(J~L~~~- -'-.-.F~tR) ~~ ;~~ ~) .L･ ~~1 :~L"~~~ (Ji) ~~~ ~t ~~ ~~f Pp 
~I;~F~ 

301-334.(Deutsch D.(Ed.) 1982 The Psychology 

of Music. New York: Academic Pres~) 

Cohen, A. J., Trehub, S. E., & Thorpe, L. A. 1989 

Effects of uncertainty on melodic information 

processing. Percepti01~ & Psychophysics, 46, 18-28. 

Cuddy, L. L., & Badertscher, B. 1987 Recovery of 

the tonal hierarchy: Some comparisons across age 

and levels of musical experience. Perceptiolc & 

Psychophysics, 41, 609-620. 

Cuddy, L. L., & Cohen, A. J. 1976 Recognition of 

transposed melodic sequences. Quarterly Jourlcal of 

Experimel~tal Psychology, 28, 255~270. 

Cuddy, L. L., Cohen, A. J., & Mewhort, D. J. K. 

1981 Perception of structure in short melodic se-

quences. Journal of Experimel4tal Psychology: Humal4 

Perceptiolc alrd Performance, 7, 869~883. 

Davidson, J. W. 1993 Visual perception of perfor-

mance manner in the movements of solo 
musicians. Psychology of Music, 21, 103-lT3. 

Deutch, D., & Feroe, J. 1981 The internal repre-

sentation of pitch sequences in tonal music. 

Psychological Review, 88, 503-522. 

Dowling, W. J. 1978 Scale and contour: Two com-

ponents of a theory of memory for melodies. 

Psychological Review, 85, 341-354. 



48 ~^~'IL"+ ~~~ )~ ~~"~~~. .L･ ~~l 

Dowling, W. J. 1994 Melodic contour in hearing and 

remembering melodies. In R. Aiello (Ed.) Musi-

cal Perceptions. New York: Oxford University 

Press. Pp. 173-190. 

E1liot, J., Platt, J. R., & Racine, R. J. 1987 Adjust-

ment of successive and simultaneous intervals by 

musically experienced and inexperienced sub-

jects. Percepti074 aud Psychophysics, 42, 594-598. 

Fine, P. A., & Moore, B. C. J. 1993 Frequency analysis 

and musical ability. Music Percepti01~, 11, 39-54. 

Greene, P. C. 1937 Violin intonation. Jourl4al of the 

Acoustical Society of America, 9, 43-44. 

/¥~:/. C. ~~P~J~~~(~~'-･-･R=~)1980 ~~~~~~~~~'~)~ )/ h 

~･ - ~/ ~1 ~/ ~/ :/ 7 )~ ~ 7 (Heman, C. 1964 In-

tonation auf Streichinstrumenten. Baeren-
reiter-Verlag) 

Houtsma, A. J. M. 1995 Pitch Perception. In B. C. 

Moore (Ed.) , Hon~dbook of percepti01~ al4d cogl~iti014. 

Heari7cg. San Diego: Academic Press. Pp. 
267-295. 

Krumhansl, C. L. 1990 Cogl~itive foul~dati014s of musi-

cal pitch. New York: Oxford University Press. 

Krumhansl, C. L., & Keil, F. C. 1982 Acquisition of 

the hierarchy of tonal functions within a diatonic 

context. Joe4rl4al of Experimel4tal Psychology: Humal4 

Percepti01~ onud Performal4ce, 5, 579-594. 

Loosen, F. 1994 Tuning of diatonic scales by 

violinists, pianists and nonmusicians. Percepti014 & 

Psychophysics, 56, 221-2Z6. 

I~:~:~;~~~f 1990 )( ~ll T 4 ~)~~r*7~* rf~ ~ I~j:p~ ,L'~~1 

~~:~~~t~~t~: 61, 291-298. 

~:~1~~!~f 1993 ~f~~r/):1~~~~1j(~~~~~i~~~~~ti] ~J~~]~~,-,~ ~ 

~k f_- )~~~ ~I~~;~f~~~~~~ ~ ~~C.L･~~~"~~~ *~~+57 ~nj )~~ 

T7 - ~7 -~/ ~1 y 7'(~"~'=･~~'p~~:~/~EElf.~~~~) 

Moore, B. C., & Ohgushi, K. 1993 Audibility of par-

tials in inharmonic complex tones. Jourl4al of the 

Acoustical Society of America, 93, 452-461. 

Ohgushi, K. 1994 Subjective evaluation of various 

temperaments. Proceedil~gs of the 4th 114terl4ational 

Conference for Music Percepti01~ al~d Coglciti014, 

289-290. 

J~7~~~~~ 1 996 ~'~L~~ ~ -'-･-･~'p~rfm~~;~9ti~~~;-~~*'~EI ~~ ~)~]-~*..~~~ 

~)f~~{.~~f- ~~~<F~'L~~~!~~:~~~ta7c; 44, 136-144. 

Parncutt, R., & Cohen, A. J. 1995 Identification of 

microtonal melodies: Effects of scale-step size, 

serial ol~der, and training. Percepti01~ & 
Psychophysics, 57, 835-846. 

Platt, J. R., & Racine, R. J. 1985 Effect of frequency, 

~~: ~~ ~~5fi~ *~1~+ 20 ~~ 

timber, experience and feedback on musical tuning 

skills. Percepti014 & Psychophysics, 38, 543-553. 

Plomp, R. 1976 Aspects of tol~e sel4sati014. New York: 

Academic Press. 

Povel, D. -J., & Egmond, R. V. 1993 The function 

of accompanying chords in the recognltion of 

melodic fragments. Music Percepti01~, 11, 101-115. 

Radvansky, G. A., Fleming, K. J., & Simmons, J. A. 

1995 Timber reliance in nonmusicians' and 
'musicians' memol~y for melodies. Music Percep-

tiole, 13, 127-140. 

Rash, R. A., & Plomp R ~~~i~:"~4~~~ ( ~) 1984 ~~C 

~~*.~I ~)~~~~~ ~~Tf~fi~ ･ j~~1f~~~~ ･ ~~m~~~:-(E~~_'-'-._.~F~R) 

~~I~~~).L~~~"~~~~(Ji) ~~f~t~~~~ Pp 1 28 (Deutsch ~~ 

D. (Ed.) 1982 The Psychology of Music. New York: 

Academic Press) 

4~~~fl~~~;~~l ･ j~~I~4~i~~l 1994 ~T;~1~~~-..~~~'~'"~~~~~IC~3}~~) 

7~~i ~;~t~) ~~~~J ~)f~~ - ~･)~ ~~L"~"'=" ~ ~~~ J~L"'**' ~)~M~ f~;~1 -

~~~~~~'~=**~~E'~~~~~~~, 50, 613-622. 

T)._~H~~D ~1(*~ ~: ･ j~:~j~4~i~~i~ 1996 ~~)~~~17~~i 

~:jC J; ~)'~~~l~~(1)E~~~A~"-'･-･~-~fm ~'*'~I '~~~~.-.~~.*.~I#==.~i~E~~7~~ti]~･J~!~!~~:~ 

MA96-28. 
~' T~J~~H~~u j~~{~~~~~ 1996a k~ 7 ) 7~_~(~1C ~ ~) FEI 

('~~)~~~~~~'-'-･~"-'~~(~ ~~*'~I'~~~~-･~?"~~~ 41 111 124 

T~~B~hD ' ~~~~~~1~~~ 1996b ~: 7 ) 7~~i~~~~:~)~n~: ~ 

/~~~1 ~~l~;~~~J~L=~~,~i"~~~J~~L~)~~i4~;~J ~'*'~I '~~~~'~~~~pl~';~~f~'~u 

~~~~7c;, 2, 27-37. 

Slegel, J. A., & Siegel, W. 1977a Absolute iden-

tification of notes and intervals by musicians. 

Percepti014 & Psychophysics, 21, 143-152. 

Siegel, J. A., & Siegel, W. 1977b Categorical per-

ception of tonal intervals: Musicians can't tell 

sharp from flat. Percepti014 & Psychophysics, 21, 

399-407. 

Soderquist, D. R. 1970 Frequency analysis and the 

critical band. Psych0140mic Sciel4ce, 21, I17-ll9. 

Spiegel, M. F., & Watson, C. S. 1984 Performance 

on frequency discrimination tasks by musicians 

and nonmusicians. Jourl4al of the Acoe4stical Society 

of America, 76, 1690-1695. 

Terhardt, E. 1978 Psychoacoustic evaluation of 

musical sounds. Percepti014 & Psychophysics, 23, 

483-492. 

Terhardt, E. 1984 The concept of musical con-

sonance: A Iink between music and psychoacous-

tics. Music Perception, 1, 276-295. 

Trehub, S. E., Cohen, A. J., Thorpe, L. A., & Mor-

rongiello, B. A. 1986 Development of the percep-



Ti__~R~~n ･ ~~i~ IE : ~~~,~+~{~~~" ~ ~*>~< ~)~n~: IC ~~J~r ~) ~~~~~l~(~)~~~~ 

+ ~l~ 

tion of musical relations: Semitone and diatonic 

structure. Jolbrl4al of Experimel4tal Psychology: 

Hlbmal4 Percepti014 on4d Performal~ce, 12, 295-301. 

~: f~:~~~~j~5~: (,f~i~) 1996 ~ ~,L･~~1"~~~~~l~)~~~~7c; ~ )ty 

~/ ~~ ~ki~~ 

Walkel~, R. 1987 The effects of culture, environ-

ment, age, and musical trainlng on choices of 

49 

visual metaphors for sound. Percepti014 al~d 

Psychophysics, 42, 491-502. 

Wolpert, R. S. 1990 Recognition of melody, hal~-

monic accompaniment, and instrumentation: 

Musicians and nonmusicians. Music Perceptioe4, 8, 

95-1 06. 

-1997. 9 . 30 ~~)~~~ 


