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音楽理論としての"メロディー演習"は成立するか

中 村 透

序 論

和声学 (和声法)

楽式

編曲法

作曲法

ミニ音楽専門大学よろしく羅列された教育学部音楽科の音楽理論系の標準

的科El一覧である｡いうまでもなく､｢教育職員免許法施行規則｣にリンク

するためのカリキュラム設定である｡

一般に､｢音楽理論｣と位置づけられているこの科目系列では､その 『理

論』が､音楽構造を<分析的に把握し概念化する>学問なのか､または演習

を中心としたく実践的な音楽表現の能力>を育成する場なのかがはっきりし

ていなかった｡常識的には<和声学><楽式>は概念学習に､<和声法><

編曲･作曲法>は演習学習に位置づけられるだろうが､実態としては科目に

関わりなく､学問としての音楽へのアプローチ-音楽学の足場をもつ教授者

は前者の立場をとり､実践としての作曲活動を中心にする教授者は後者の立

場をとる傾向にあると考えられる｡つまり､学習者 (この場合教員養成課程

の音楽科専攻性)の潜在的な学習ニーズの方向性と必ずしも関わりなく､教

授者の研究活動の方向性や考え方によって内容が設定されてきた可能性が大

きい｡

ところで教育学部の音楽科生の ｢潜在的な学習ニーズの方向性｣とはどの

ようなものであろうか｡

改正された免許法によれば､従来の ｢音楽の理論的な理解｣に加えて､明

確に ｢作曲･編曲｣といった実践的な音楽表現能力の育成の像が浮かび上がっ

てくる｡
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しかしこの種の学習には､先ず第-に ｢創作｣への強い意欲と､そのため

の相当な準備能力が前提されていなければならないと考えるのが通例である｡

しかし音楽科に入学してくる学生の志望動機は､演奏面での技術向上をめざ

す者､漠然と音楽教師をめざす者などさまざまである｡基礎的な音楽能力に

もバラつきがあるばかりでなく､ほとんどは演奏領域での音楽表現を､半ば

受動的に積みあげてきた者たちである｡したがって､音楽を理論的な角度か

ら認識する経験も乏しいし､創作という能動的な学習活動には恐れすらいだ

くのが実情である｡

こうした音楽科生の実態を一方でもちながら､他方では<わかる-概念的

認識学習>をめざすのか､<っくる-実践的経験学習>をめざすのかが､教

授者の立ち方に多くを依拠してきたのである｡

当面 ｢学習ニーズの方向性｣が潜在的であるといわざるを得ないのは､こ

の事情があるからである｡

1 音楽科生の音楽表象のレベル

ところで､『理論』科目が､概念的であれ演習的であれ､そこで扱われて

いる音楽的素材が､その学習プロセスで学生に確実に ｢表象｣されているか

どうかという問題が先ず見過ごせない｡

たとえば､四声書法の和声課題を実施しているとき､その実施声部が学生

の内部で実音感をもって鳴り響いているか｡あるいは楽曲分析の際､次々と

紡がれてゆく転調を具体的音響のイメージとして実感できているか等々であ

る｡

波多野は認知心理学の視点から､音楽に関する表象を次のように分類して

いる｡(1)

1.記譜法的表象 (musicalnotationalrepresentation)

楽譜に書かれた形に近い､いわば記譜された形の

楽曲の表現

2.音響的表象 (acousticrepresentation)
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音響的表象 (musicalrepresentation)

心の中でなっている未分化な音の流れの表象

(acousticR.)

適切に区切られ､意味づけられた音の流れの表象

(musical氏.)

3.運動的表象 (motorrepresentation)

楽器演奏に伴う運動的表象

さらに波多野は<音楽的に経験をつんだ人々においては､こうした3種の内

的表象のひとっから他の2つをひさだしうるばかりでなく､実際にある表象

から他の表象が自動的によびだされる>と想定している｡読んだ楽譜を実音

として内面で表象し､逆に感じた音を楽譜に記譜し､さらにそれらを楽器演

奏などの運動表象につなげることが音楽学習の基本的な能力として前提され

ることに当面疑いはない｡しかしその互換的処理のスピード､あるいは扱い

きれる音楽素材のレヴェルの程度に相当な個人差があることもまた事実であ

る｡実際教員養成学部に入学してくる音楽学生は､高度な演奏技巧をもって

いながらもそのレベルの記譜法的な表象がレパートリーほどは定かでない者､

逆に楽譜を見ても､漠然としたく未分化な音の流れ>としてしかその楽曲を

想定しえない者など､音楽能力のレベルはさまざまなのである｡

さらにここにもうひとっの問題がある｡ある ｢表象｣ともうひとっの ｢表

象｣が必ずしもレベル的にリンクしていないということである｡たとえば､

記譜法的表象レグェルが音楽的表象のレヴェルに合致しないという現象をあ

げてみよう｡

譜 1),2),3)はそれぞれ同一の詩に基づいてなんらの前提条件もつけ

ず､自由に"作曲"させた3人の学生のメロディーである｡(2)ただし､こ

の3人は所属が異なり､

1)の作曲者は音楽科専攻の-年次
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2)の作曲者は音楽科専修の二年次

3)の作曲者は他学部の三年次 ･吹奏楽部員

である｡

譜 1)音楽科専攻一年次

｣三｡al∞

す す め す す め は く ら の み ち を ほ く () の み ち は

ぬ か る み のみ ち い ば らのみ- ち そ れ で も す す d) ま 一･す く に

譜 2 ) 音 楽 家 専 修 二 年 次

｣.=｡a72

すすめすすめ ば くら の み ち を ぼくらのみちはぬ

い ばらのみ ち それでもすす め ま 一 つ す ぐ に

譜3)吹奏楽部

J=ca132

す す d) す す め はくらU)みちri･-uく(,U)71㍗,は

ぬ か る み の み ち い ば ら の み ち それでもすすめ ま 寸 くに
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1)は､作曲者自らが記譜し､

2)は音高のみを作曲者が､リズム表記は教授者 (筆者)が手助けして記譜

を完成させ､

3)は､作曲者がまったく記譜できなかったので､本人の歌を聞いて教授者

が記譜 (採譜)を完成したものである｡

作曲という方向での音楽感知の能力と一般的な音楽表象の関係は定かでは

ないし､また1)の作曲者が詩のイメージから､意図的に単純なリズムで作

曲したとも予想されるが､一方で記譜能力のより低次の学生 2)3)が､<

書ける><書けない>を別にしても､1)に比べてより複雑な旋律構造を表

象した事実は否定できない｡

因みに1)学生は幼時からピアノの学習を中心に音楽経験を積み､2)学

生はフォーク系のポップ･ソングを好むいわゆる歌好き 3)は前述したよ

うに高校時代から吹奏楽部でトランペットを吹いてきた学生である｡

ラドン-&ボイルが言うように(3)<個人は､その所属 している文化の音

楽構造と相互作用することによって､旋律において使われる諸々の慣習を受

け入れるようになる>以上､学習者の音楽経験の<しかたとスタイル>の差

異によって､こうした反応がでることは当然のことであろう｡記譜法的表象

と音楽的表象のレヴェルが必ずしも連動するものではない｡同じ調性音楽を

扱っていても素材によっては学習者個々の音楽経験によって､表象の仕方に

相当なレベル差があるのである｡

音楽理論学習が教授法の時点でしばしば陥る盲点である｡認知心理学的な

視野から学習者を観察して､個々の表現を視野にいれながら､studying&

teachingといったフィード･バック学習を展開することが極めて困難なの

である｡

2 抽象化された ｢理論の音楽｣

演習的な作曲理論教科､ことに四声書法の和声学､対位法といった<課題

実施>的な科目では､しばしばその学習自体が自己目的化してしまうことが
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ある｡確かに一定のスタイルによる音楽財を抽象化し､それを再度ひとっの

系統にプログラミングして学習へ導いてゆくという手法は､ことに集団形態

での学習には不可避なものと思われる｡しかしそこで学習されたことが､学

習者の他の領域の音楽経験へ確実にフィード･バックされ､あるいはリンク

して､具体的な音楽像に結びっいてゆかなければ､学生の音楽経験の強化や

音楽認知のレグェルの深化につながりにくいのではないか｡多くの場合教員

養成課程の音楽科生は､学習生活の大部分を演奏領域のトレーニングや鑑賞

に費やしているのが実情である｡それらの経験が､どの程度の表象レベルと

結ばれているかの問題はあるにせよ､圧倒的な音楽消費の心理的時間は､メ

ロディーの印象､ビート感覚､サウンド･イメージといったいわば<前景>

(vodergrund)の意識段階にあるのではないか｡なによりも彼らは､<同じ

スタイル>の楽曲であっても､それぞれを<別の曲>として聞いているとい

う現実｡言い換えれば､サウンド､メロディー､ハーモニー､リズムといっ

た諸要素の構造体を分析的に組織化したり､痛造化して聞くのではなく､い

わば一瞬のうちにひとっの<生命体>として半ば直感的にくまるごと>知覚

していると言えよう｡

音楽作品を分析的に解釈し､そこから一定の原理によって理論によって理

論を体系化しようとする ｢音楽理論｣の思考的営みは､調的機能和声音楽に

付随する歴史的伝統であったし､今もありつづけている｡しかし､それらは

時代の推移とともに次々と新しい角度からの認識の方法によって塗りかえら

れてきたもひとっの歴史でもある｡
川I

たとえばシェンカーのウアサッツUrsatz論をあげてもいいだろう｡ヤン･

ラルー&大宮は､その著 『スタイル･アナリシス』で(5)<ウアザッツの主

目的は､曲の基本構造を示すことにあり､音楽作品の個別的な様式を解明す

るときシェンカーの分析方法はあまり役にたたない>と､その限界を明確に

している｡
(6)

D.バーネットはシェンカーのウアザッツ (Ursatz)原理の<延長する-

前景は背景のなかにすでに含まれている過程を分岐または補足する>概念に

対してさらに批判的に述べている｡基本的な和声構造に抽象化した骨組み-
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背景､から楽曲の内容が一元的に導かれるのではなく<前景の意味が背景に

よってきまるように､背景の意味は前景によって決まる>｡楽曲の解釈にあ

たっては<中心目的centralpurpose>を見っけだすことが重要であり､<

それはつまり､前景のすべての要素の選び方と組み合わせ方によって実証さ

れる>とし､楽曲構造を一元的 (この場合機能的な和声進行の)な原理に還

元することの危険を説いている｡同書は分析学的な立場から楽曲をみるとい

うよりも､むしろ演奏解釈にむかって､楽曲からさまざまな表現の要素を兄

いだしてゆくというねらいで書かれたものである｡したがって､構造を原理

化するだけでなく､それ以上に楽曲個々の顔だち､バーネットのいう中心目

的をどう把握してゆくかにより重点が置かれるのは当然であろう｡

ともあれこの二者の分析の方向は､楽曲の構造を極端に抽象的なひとつの

原理へ収欽化するのではなく､包括的ななかにも作曲家および楽曲個々の<

個性的な音楽表現>を理解し､より深い音楽体験へ導くことをねらいとして

いる点で意味が深い｡

譜例4)は先述した学生と同クラスの､音楽科専修生の作曲したメロディー

である｡記譜､和声付け､そして演奏も本人の手によって行われた｡

諸4)
(1-7交科しIJ修 21J:･次

ド i)m ll･7 (1･

あい そ れ は ふ か い か fiしみ あ い それはふかいい7,
あい そ れ は い き る い さろ

C/G G7 c c+岩 /｢

よ ろ こ び

入学後半年の学生であり､作曲理論に関する科目は未履修のままだが､小

学校から中学校にかけて､電子オルガン等を学習し作曲の経験をもった学生
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である｡という経歴からいえば､一定の専門的な音楽学習の経験者といえる

かも知れない｡しかし､和声学の概念的な認識はほとんど持っていなかった｡

いわば､耳から入った経験によって和声的ボキャブラリーや､広く音楽語麦

を蓄積したタイプである｡

機能和声の観点からここで使われている和音をみると､

主要和音 :Ⅰ度 Ⅳ度 Ⅴ度

副和音 :Ⅱ度

副属和音 :vi度のⅤ (第2小節) V度のV (第4小節)

vi度のⅤ (第6小節)

準固有和音 :準Ⅵ度 準Ⅳ度

付加和音 :付加6&9

非和声音 (あるいは転移音)は､

経過音､倍音

特徴的な和声進行としては､

vi度のV-→Ⅳ度への偽終止進行

などである｡

一般に教員養成系の音楽科で扱われている和声法のテキストによれば､固

有三和音の基本形-転回形､属音上の四和音､五和音､Ⅱ7,準固有､ Vの

V､S諸和音､近親転調､ソプラノ課題へと学習の道筋をたどっている｡莱

際の運用では教授者によってさまざまなヴァリエーションや工夫がなされて

はいるだろうが､先ずはバス課題の実施によってその調固有の和音で和声進

行の骨格を学習し､ついで各種変化和音を経験してソプラノ課題に至る道筋

は､この種のテキストの基本的考え方といってよいだろう｡このような和声

法の視点のとりかたは､アランのいうように､ひとつは和音の機能 (T,S,

D)に音楽運動の推進力を収赦しようとするシェンカー理論の系譜につらな

り､源流をたどれば2ひとえに18Cの合理的 ･自然主義的な強い欲求の､倍

音例から和音生成を語る>ところに辿り着く｡こうした和声論に基本的に立

脚し､それを集団形態の学習効率のために一層合理化したものが､この種の
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テキストだといえよう｡
(8)

たとえば､『和声 ･理論と実習』は､集団授業での最大限の教育効果を得

るために､

和声理論をして充分に合理化された理論体系たらしめておかなければ

ならない｡したがって､｢和声一般｣を漠然と論ずるわけにはゆかず､

明確な研究対象と教育目標を設定しなければならない｡

和声教育におけるこのような基盤として､われわれは､J.S.Bach

MozartBeethoven等によって代表される古典的な西洋音楽 (長調 ･

短調にもとずく調的和声的音楽)の和声を選び厳密にこの枠の中にとど

まることを意試した｡

と述べ､<理論の体系化>のためにこそ学習する音楽の<対象を限定>せざ

るを得ないとしている｡一方で<生徒をいたずらに一つの枠に閉じ込めるこ

とを意図するものではない>としながらも､学習を<効率的 ･合理的>にす

すめるために､教材自体が系統化という名の ｢一定の枠｣を持たざる得ない

のである｡しかしながら､譜4)の例にもあるように､教授者側の用意した

学習プロセスをはるかに凌駕した和声感覚を"実現 "してしまう学習者もい

るのが現実である｡この場合､"より発展的な和声感覚 "をもった学生と､

四声書法の基礎的段階 (といっても約-年もの間)で扱われる"和声 "との

語嚢的な乗離が問題となろう｡つまりその学習者が和声を退屈な"音楽的経

敬 "の次元でとらえてしまう可能性が強いのである｡かといって､その学坐

のレベルに応じてステップをとばすわけにはゆかない｡<書法>そのものに

習熟していないからである｡かくして四声書法は､それ自身で学習を自己目

的化してしまうこととなる｡

3 旋律と和声

旋律音を四声体のソプラノに設定して課題が実施されるが､これも学習意

欲をそぐ一因である｡
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一般に ｢旋律､メロディー｣とは､生き生きと起伏にとみ､リズムによっ

て輪郭化されたより造形的なものとして知覚されている｡楽曲におけるメロ

ディ-は､こうした造形的な特質によってこそ､強く印象づけられ､また記

憶される｡そしてその知覚は極めて直感的になされている｡しかし､四声体

では､｢非和声音｣あるいは ｢和音外音｣､さらには 億 移音｣といったさま

ざまな概念で ｢和音｣や ｢和声進行｣と関連づけた説明がなされ､しかもか

なり後続の時間に学習が位置づけられているのが通例である｡したがって初

心者であればあるはど"生きたメロディー"を扱いたいという学習者の強い

学習意欲が長い間満たされないまま学習を引きずる結果となる○

また､元来<倍音例によって保証されたはずの和音の諸現象>を一一一保

続音上の和音､模続進行の場合にのみ認められる和音､置換えによる和音､

仮定の和音- 一一と"解釈 "したり"説明"することは､<昔密な意味で

の旋律を厳密な意味での和声から切り離すことのむずかしさ> (アラン)杏

逆に立証しているともいえる｡アランはさらに､調的和声音楽の歴史的な展

開過程の中で<安定性と協和の度合いの点で､倍音にもとづく集合音が優先

することは反駁の余地がない>にしても､一方で<しかし､音楽とは垂直の

要素と水平の要素がたえずたたかっている場>なのであり､一元的に旋律の

生成を和音から導くことはできないと結論づけている｡アランの和声史観を

要約すれば ｢倍音例｣といった自然的要素と､｢旋律｣自休が独立的に運動

しようとする<水平線の法則性>との葛藤が詞的和声音楽の原動力のひとっ

となってきたということになる｡

譜5)はチャイコフィー 『くるみ割人形』のワルツの一節である｡

諸5)
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強固な和音の規則的な繰り返しが､ワルツを和声的に"型どり"､結果と

してメロディーは自律的に自由な歩を運ぶ｡

こうした､メロディーと和声との童層構造的な現象に対するアプラハム&

ダールハウスの考察がおもしろい｡

<定律は強固で確実な和声的基礎を信頼し音の選択に関してほとんどあら

ゆる自由を要求する>としながらもしかし､<旋律音はすべていづれかの和

声的機能に関係づける>ことができる｡

すなわち､

音階上の第 1音 :T,Sに機能転換が可能

5昔 :T,Dに機能転換が可能

6音 :SのほかT,Dに付加

7音 :Sの繋留音､Tの第七音として

etc.｡.｡.｡.｡

かくして<最後には､音階中のすべての音が自由に転換可能>なことにな

るといわざるを得ないのである｡

文字どうり ｢強固｣に､和音の機能的進行に引き寄せて旋律の現象を解析し

ようとする伝統が見えるのである｡

トッホの場合は<定律そのものが自立的に調と和声の機能を内包すること

がある>とした点でまだ柔軟であろう｡リゴレットのアリア､音階的な旋律

と和音とのぶつかり合い (譜6)を､<和声音に経過が挿入されたものでも

ない､音階音が人工的で第二次的に和声をよんだのでもない>､<和声音と

経過音から成り立ち律動化された旋律は､それ自体で律動と和声をそなえて

いる>主旨の解釈をしている｡

譜6)
Verdl.
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｢旋律｣と ｢和声｣の関係をめぐるこうした解釈 ･解析の多義性や唆昧さ

は､アランのいう<垂直の要素と水平の要素とがたえずたたかっている場>

としての視点の欠落に一つの原因があろう｡あるいは､音楽家にとっての音
､L-_;1

楽とは<音響体と結びっいた精神的映像>であるとするならば､その<精神

的映像>-耳をとうした時間の経験､という角度への視点が欠落していると

もいえようか｡

古典和声の音楽が<原則として､連続する根音をしばしば潜在意識の状態

で知覚した>時代にあったのなら､やがて機能的な和声進行そのものが潜在

化し､機能そのものすらゆるやかな遠景に拡散して<自由な和声の歴史>へ

到達したという視点すら成り立ってくるのである｡

近代フランス音楽の作曲家たちが､歴史的な和声の法則によってではなく
(14)

<自分の感性の命ずるままに和声を書いた>のも､単なる和声法則の歴史的

発展ではなく､<音響体と結びっいた精神映像>の一連の経験の歴史的産物

であったともいえよう｡

調的和声音楽の歴史は､実のところ多 くの作曲家個々の具体的な"想像"

や"創造"の音楽経験-精神映像の蓄積 ･････音楽史にしろ､音楽理論

にしろこの種の ｢蓄積｣に依拠している･･･そのものなのである｡たとえ

ば､19Cのすべての作曲家たちが必ずしも和声学を系統だった ｢体系的な学｣

として学んだわけではなかった｡彼らの語嚢の多くは､先達の具体的な象の

｢楽曲｣から刺激され､工夫し掴みとってきたものである｡それらが<所属

する文化の音楽構造>の枠組みでひとつの様式に至ったにしても､作曲家個々

の内面では決してとどまることのない流動的な経験であったはずなのだ｡

とすれば､レベルはどうあれ､少なくとも聴覚的な経験で"調的和声音楽"

のさらなる延長線上にある現代の音楽科生の内面に､いかに生きたく者響体

と結びついた精神映像>を音楽理論の学習の場で構築してゆくか｡ことに作

曲することへ導く回路は､体系化された既成の ｢理論学習｣ばかりである必

要はない､ということにならないだろうか｡
り～､

作曲家でもある音楽学者エリクソンは次のように述べている｡
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音楽の創造は､ひとっの統合された過程である｡そこでは､音楽につ

いての想像力､創造､記憶が思考と混ぜ合わされ､その思考は理論的

思考や科学的思考のようなものではない｡杓子規定な音楽理論が､実

際に音楽をつくる音楽家にとって大変わずらわしいものとなっている

のはそのためである｡結局､私は親切な音楽理論を構築するための概

念的土台を提供することに､科学の価値を認める｡その理論にとって

の課題は音楽家のすることに合理的な説明を与えることなのである｡

(傍点筆者)

音楽の創造がひとつの統合された過程であるとすれば､音楽理論の学習を

<統合された過程>のもっともシンボリックに表象できる音楽要素の回路か

ら探すこと｡そして､音楽的思考が<守論的思考>や<科学的思考>とは遮

うものなら､より<直観的な思考>を通じて､学生の音楽的経験を強化し､

深化するという視点からの教授法が求められるのではないだろう｡

楽曲の諸要素のなかで最も早く､かつ長期に知覚されやすい要素の<旋律

>に着眼し､『メロディ-演習』といった角度からの学が成立 しえないだろ

うか｡

4 認知心理学からみたメロディーの知覚

人はどのような心のメカニズムによって､メロディーを知覚するのであろ

うか｡

<人はさまざまな単純な原理に基づいて､刺激をいくつかのまとまりのあ

る形態としてとらえる>というゲシュタルト心理学の観察はすでによく知ら

れているが､その<まとまり>が､たとえば音高に置き換えたとき､いくつ

か音がより<近接>していることが群化 Chanellingにつながりやすいとい

う｡この知見は一方でアランが歴史的に考察した西洋音楽一般における旋律

の特性<苛能なかぎり小さい音程で動こうとする>導音化現象の考察と一致

するし､また､小泉のいうテトラコード内の<浮動する二度音>の音階論と

も一致する｡メロディーに関しては人間の共通した心理的メカニズムが先ず
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あり､その上に一定の文化構造の枠組みに生きる人たちが､その枠組みのな

かで旋律構成の基礎-音階や旋法を生みだしてきたといえよう｡

ところで今日私たちがとり扱う調的な音楽作品は､実に多様な情報を同時

的 ･継時的に現出してゆく｡主旋律､対旋律､分散化された伴奏和音､刻ま

れた伴奏和音､ベース音､各種の楽器音色等々｡

楽曲の表層に現れては消えてゆくこれらの諸要素のどこに､音楽生たちは第

一次的に知覚と認識を焦点化しているのかが課題である｡

ドイチュは群化の原理に関して､実験心理学の手法により興味深い知見を
(18)

みせている (｢音階旋律の錯覚｣譜7a)｡

譜 78)D｡｡tsh,1975

B ′イ

姻
↓

当

IL

R L 良 L L R L 良

良 L 良 R L R L

R

L

-ッドホンを通じて､長音階の上昇形と下降形の音階を同時に､しかし左

右の耳に交互に振り分けて与えた音刺激Aの結果が､ほとんどの被験者には

Bとして知覚 (-最も普通におこる錯覚的な聞こえ方)されたのである｡さ

らにドイチュは､似たようなバ トラーの実験結果 (ただし､2台のスピーカー

による)を引用している｡
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ここでバ トラーは､2台のスピ-カーに音色の変化を与えたところ､被験

者はそのどちらでもない新しい音色が両方のスピーカから同時に出されてい

るように聞こえたという報告をしている｡

<二つの場所から出ている音が時間的にはっきりとずれているときには､空

間的位置による非常に強力な主観的群化がおこり､聞き手が一つの知覚とし

て統合するために､音を結びつけることができなくなる>という別の実験結
(19)

果も踏まえながら､これらからドイチュの導いた考察は次のものである｡

ある種の条件下で

･群化は周波数の近接や旋律の輪郭に基づいて起きる｡

･音の強さは群化の基礎としてはきわめて小さな役割しか果たして

いない｡

さらに､バ トラーの<音色の再配置>錯覚も考慮すれば､

･音色の知覚よりも旋律の知覚が優先する

という仮説が生じないであろうか｡

こうした素朴な段階での旋律知覚の研究をさらにおし進めて､ ドイチュは

より音楽的な文脈のなかでのメロディー知覚について重要な知見をみせてい

る (『筈の高さの関係の処理)』｡それは主として､記憶のシステムに関する
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心理的なメカニズムの探求である｡

<情報の処理レベルが高いほど､または 《処理の深さ》が深いほど､情報

は長い間記憶に保持される>というクレイク&ロックハートの一般的な観察

を音楽に緩用し､<旋律的､および和声的音程の記憶が音の絶対的な高さの

記憶よりもかなり長く持続する>と前提し､さらに ｢階層的に構造化された

音系列の記憶｣を探っている｡

次の実験はドイチュの､

記憶再生における構造の利用実験の音系列

A-(∋構造化された系列

B-(D構造化されていない系列

実験で実際に用いた時間的分節化のタイプ

A-eXS)

B-QXS)

である｡

蓑1
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この結果 ｢音が正 しい系列位置に正 しく再生された割合｣(百分率)は以

下のとうりである｡

A-①構造化された系列､分節化なし--･--- --･-･--93.5

②3音分節化

⑨4音分節化

B-①構造化されていない系列､分節化なし-----･--52.0

②3音分節化

③4音分節化

音の高さの構造と､時間的な分節化との相関によって記憶再生が強い影響

を受けることを表している｡ ドイチュははかの補強的な実験も行い､次のよ
(21)

うな結論に至っている｡

1 聴き手は音系列のなかの階層的構造を知覚 し､再生の際にそれら

の構造を用いている

2 時間的分節化が構造の知覚に著 しい効果をおよぽす

メロディーへのこうした知覚反応に､過去多くの作曲家はほとんど直観的

に対応してきた｡こうした知覚は作曲者自身が作曲するときの内的知覚のあ

りかたと符号 しあっているのである｡たとえばモーツアルトは､まず譜 8

a)を表象 し､次にその背景に8b)を表象 し､8C)を想起 してついに8d)

の造形に至ったのであろうか ?あるいは8C)があって8b)を呼び起 こした

のだろうか ?
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8a)

8b)

8C)

8d)

G: I Vg vi I

作曲活動の心的プロセスをこうしたやり方で追跡することは不可能だし､

また無意味であるようにも思える｡筆者の経験からいっても､メロディーの

表象それ自体のなかにa)～C)の表象が一体となって同時的に想起されたとい

うのが実態ではないだろうか｡言い換えれば､第一次的なメロディー表象の

なかに入れ込むようにして､拍節､リズム､和声などの表象が､半ば無意識

に随伴してくるのである｡調的機能和声のスタイルにある程度の習熟度があ

れば､レベルの差はあれ､こうした"メロディーの直感"に依拠 して楽曲を

造形化するのが一般的ではあるまいか｡エリクソンのいう<ひとっの統合さ

れた過程>の､またひとつの現象というわけである｡

ところで譜 1)～ 4)に引用した学生の (作曲した)メロディーがこの種

の表象プロセスとまったく異質なものとは思えない｡

｢詩｣を3題提示して選択させたほかは､まったくなんらの前提条件もつ

けず自由に作曲 (ここでは ｢表象させた｣の方が妥当だろう)させたのであ

る｡もし課題がのこるとすれば､漠然とした ｢音響的表象｣から出発した学

生で､｢記譜法的表象｣や ｢運動的表象｣のいずれかが希薄な者には､最後

の ｢音楽的表象｣に至るまでに､<手助け>が必要であったということだろ

う｡
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5 調性音楽の構造におけるメロディー

｢メロディー｣の概念は､これを自立的なものとして認めるか､あるいは

はかの音楽的要素との構造的な関係として認識するかによってさまざまな規

定のされ方をしてきた｡

モノフォニーの音楽では勢い前者の概念規定に立たざるを得ないし､また

ホモフォニー､ポリフォニーの調性音楽では後者の概念に規定されるのが通

常である｡

むろん調性音楽のなかでも､メロディーをそれ自休で独立的な理論として

扱おうとする幾つかの試みも歴史的にはなされてきた｡
(22)

たとえば､<音楽作品のうちの歌の部分を形づくっていて､しかも歌を伴

奏する和声と区別されうるという､そうした一連の音> (S.J.ゲオルゲ･
(22)

1771)､<際限なく先に進む運動であると同時に分節､限定という意味では

一種のリズム現象> (E.クルト.1917),あるいく鎧粋に線的な音現象の本

質-いろいろな高さと律動をもって音が連続しているもの> (E.トッホ･

1922)等々である｡

ダールハウスはこれらの ｢旋律論｣(1972)を概観して､<'苦る旋律論が､

空疎な抽象的領域にとどまりたくないのなら ｢音楽 リズム｣の理論および

｢和声法｣を包摂していなくてはならない｡したがって､旋律論というのは

包括的な学科､音楽理論の環を最後に閉じて完成させる学科｣なのである>

とし､より大きな構造の一環としてメロディーを位置づけている｡

いわゆる多層な構造のなかの一環としてメロディーを規定しているのだが､

ここで奇しくもダ-ルハウスのいう<環を最後に閉じる>は仮説的 『メロディー

演習』に関して極めて強い示唆を与えてくれる｡

少なくとも論理的には､音楽のより多層な構造-環を､逆に<最初に開く

>ものとしてメロディーを位置づけることが仮定できるからだ｡つまり､第

3章で述べた､｢作曲｣導入への回路として､メロディーを設定することの

可能性である｡

現代の音楽構造理論は､メロディーをどのように捉えているであろうか｡
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(25)
私たちにとってメロディーは､身近で親しみやすい｡しかし､実際

に様式分析の視点に置いてみると､案外つかみどころがなく､暖味

で､ときとして謎めいてさえいることに気づく｡

あるいはまたいろいろな角度から分析してみると､メロディーに対

する親密さが､かえって理解の唆昧さや複雑さを作り出してしまっ

たように患われる｡

メロディーに対する観察は､メロディーだけにとどまらず､リズ

ム､ハーモニー､そしてサウンドからも微妙な影響を受けている｡

このことを忘れると､メロディーの分析には危険がつきまとうこと

になるが､反対に分析が正しくおこなわれるとき､さまざまな美学

的な収穫を期待することができる｡

(メロディー第三の音楽的視点)

メロディーに関するヤン･ラルー&大宮のこの見解は､<作品それ自体の

音楽的内容に関する研究方法-綜合的様式分析>の観点から出たものである｡

したがってここでいうメロディーは､音楽の構図を表す三つの図面､ディメ

ンションDimension(LargeD,MiddleD,SmallD,)と､音楽的要素の

四つの視点 (Sound,Harmony,Melody,Rhythm.)および､これら四つ

の観察を綜合した結果の音楽的整合の母体 グロウスGrowthといった垂層

構造の視点での文脈としてとらえるべきものである｡その意味では､ダール

ハウスの見解を一層具体的かつ体系的に発展させたものといえよう｡

ヤン･ラルー&大宮は､このほか､エクスカーション(行程)excurtion,

コントゥア･リズムconturrhythm などメロディーを分析的にとらえる視

点で重要な新概念を提出している｡

6 メロディー演習は成立するか

音楽を､分析学習としてではなく､創造学習の角度から反転して眺めた場

合､これまでのさまざまな角度からのくメロディー>への視点はいくつかの

点で新しい音楽理論教授法方法論へ重要な示唆を与えてくれる｡
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因みにヤン･ラルー&大宮から抽出すれば､

親密さ ⇒ (1働機づけが容易

暖昧さ ⇒ (2)脱概念的

リズム･ハーモニー･サウンドからの影響

⇒ (3解合的な音楽構造への入口

(1)の動機づけが容易とは､単に親密さという側面ばかりでなく認知心理学

の視点からも､メロディーが一次的な音楽知覚として実証されたことに

よる｡

(2)の脱概念的とは､エリクソンのいう<統合的現象>､いわば一種の直感

的 ･右脳的な音楽学習の行動を意味する｡

(3)の綜合的な音楽構造への入口とは､｢メロディー｣の学習が､より多層

な音楽構造学習への入口として設定しうることが充分可能であることを

意味する｡

いうまでもなく音楽理論学習へのこうしたパースペクティブは､学習素材

や目標だけを一元的に設定するのではなく､むしろ､学習者の ｢潜在した音

楽経験｣をいかに ｢顕在化｣させて､強化し深化するかということを重点化

したことによる｡序論でも述べたような学生の実態が一方にある以上､少な

くとも学部教育レベルではこうした重点的な方向での発想が必要だと考えざ

るを得ないのである｡

具体的にこの観点から教授を進めてゆくうえで､序論 ･1章でも考察して

きたとうり多くの難関があることは否定できない｡学生の表象レベルの差､

影響を受けた音楽的文化の差異､集団形態による授業法などである｡とくに､

｢記譜法的表象｣､｢音響的 ･音楽的表象｣｢運動的表象｣のレベル差は､他ジャ

ンルの音楽学習とも連携して今後一層轍密な研究がなされなければならない

問題である｡

(26)
今は当面､波多野のいうように<音楽というのは元来､｢楽 しむ｣ もので
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あって ｢わかる｣ ことはその前提にすぎない> として､文字どうり ｢楽 しい｣

音楽経験を契機 として ｢わかる｣ ことへ至 る学習の道筋を､具休的な実践を

通 して検証 してみることが当面の課題である｡
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