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要 旨
児童の音楽的拍感を，音楽鑑賞時に発生する手拍子を分析して調べた。クラスごと

に，各変奏曲の平均出現率を算出し，学年による比較，及び変奏曲ごとの比較を行なっ
た。その結果，児童が小学校6年間を通して，段階的に拍感を獲得していくことがわ
かった。平均出現率の低い付点リズムや短調の要素をもつ曲では，2倍拍間隔の手拍
子が行なわれ，音楽の内容に沿って拍の間隔を変えている様子が確認された。音楽リ
ズム反応読取装置により，手拍子情報を直接取得出来るよう改良を施したことで，よ
り正確なデータを得ることが出来た。
〈キーワード〉音楽的拍感 児童 音楽の内容 手拍子 音楽リズム反応読取装置

1．はじめに

我が国の音楽文化は西洋音楽中心であり，
一見，現代の子どもたちは昔に比べリズム感
がよくなった印象を受ける。しかし，教師対
象に行なった質問紙調査からは，興味のある
子どもとそうでない子どものリズム感はやや
異なり二極化の傾向にあることや，中学や高
校の高度な歌唱教材になると，リズムにつま
ずく生徒も少なくない，などの実態が浮かび

上がった。また，小学校の教科書は，低学年
にリズム指導が集中し，全学年を通した系統
的な指導方法がわからないなどの不安も報告
された（水野2013）。
筆者（水野）は，以前より幼児の音楽的発

達研究を進めており，音楽鑑賞時に発生した
3～5歳児の手拍子を音楽の内容との関連か
ら検討し，幼児の拍感の様相について報告し
た（水野2012）。
拍はリズムの基準であり，西洋音楽の根底
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を流れるものである。拍の流れとは，一定の
時間的間隔をもって刻まれたり，間隔に伸び
縮みが生じたりする音楽の一連の拍を指す
（文部科学省2008）。小学校学習指導要領で
は，こうした拍の流れを感じ取りながら，音
楽に合わせて歌ったり，演奏したり，拍の流
れの伸び縮みによって生まれる音楽の微妙な
変化に気付きながら音楽を聴いたりするよう
示され，全学年を通して指導する内容に設定
されている（文部科学省2008）。本論で用い
る音楽的拍感とは，このような，拍に対する
感受性を意味する。
梅本（1999）は，「音楽に拍子を合わせて

叩く能力は7歳から12歳まで年齢とともに有
意に上昇する」と報告した。Serafaine（1988）
も，音楽理解の大きな発達は8歳から10歳の
間に起こることを明らかにした。このように，
先行研究から，音楽能力は，児童期に大きく
発達することがわかっている。
そこで，筆者らは2013年に，幼児のもの

と同様の手続きによる実験を小学校1年生か
ら6年生に実施し，音楽的拍感の獲得過程を
解明する研究に着手した。
本論では，手拍子出現率の平均値に着目し，

学年差や変奏曲ごとの差を検討することによ
り，児童の拍感の様相を明らかにすることを
目的とする。
本研究の成果は，小学校音楽科における発

達段階に即したリズム指導の基礎資料となる
ことが期待される。

2．実験方法

2．1．期日と参加者
実験
期日 2013年10月21～25日
参加者 G大学附属小学校1～6年生各2クラ
ス計444名（男子219名，女子225名）音楽

の授業時間内に，学級単位で実施した。

2．2．手続き
実験で使用した曲（音刺激）は，幼児の実

験で使用したものと同じ「きらきら星変奏曲
ハ長調 K 265」（モーツァルト作曲）である。
選曲の理由は，子どもに人気のある歌の旋律
をテーマにもち，後続する12の変奏曲のほ
とんどが，本研究課題のリズムに特徴を有す
るからである。リズムは，子どもが早くから
獲得する音楽要素の一つである（Pouthas

1996）。
また，音刺激として通常使用される録画

DVDではなく，筆者によるピアノの生演奏
を用いたのは，以下の理由からであった。人
は，音楽の演奏時・鑑賞時ともに無意識のう
ちに曲調に応じた身体動作を行う（河口ほか
2014）。これによって，演奏者の演奏リズム
と聴取者の呼吸リズムには相互に引きこみ現
象が生じる（山本・三宅2002）。さらに，山
本ら（2004）は，手拍子を付加した場合の演
奏者―聴取者間相互作用を，演奏リズム・手
拍子リズム・呼吸リズムの相関から明らかに
し，手拍子をすることによってお互いの注意
が共有され，それは「一体感」のような心理
的協調関係を生成する要因になっていると述
べた。以上の先行研究から，DVDの演奏は
発信のみの一方向であるが，生演奏は，演奏
者の演奏リズムと聴取者の呼吸リズムが同調
した音楽感受を可能にすることがわかった。
したがって，本実験では，生演奏で行うこと
により，子どもの，より自然な手拍子を発生
させることが出来ると考え採用した。
演奏の前に，手拍子をしながら聴くよう軽

く促して，30秒程度のウォーミングアップ課
題を行なった後に開始した。同時に，データ
との関連を後日確認するため，児童の反応を
2台のビデオカメラから撮影した。
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3．音楽リズム反応読取装置の概要

従来の研究においては幼児の拍動作をビデ
オ撮りした後に，それを反復視聴しながら拍
の時系列データを作成していた。
今回の研究においては拍動作の時系列デー

タがリアルタイムで採取できるシステムを開
発して用いた。システムは，①拍動作を電気
的パルスに変換する装置，②パルスを時系列
的に読み取る装置（コントローラ），③時系
列データを表示・保存するパソコンから構成
されている。（図1）

3．1．手拍子をパルス化するスイッチ
従来はデータ入力用にはトグルスイッチ又

は押しボタンスイッチを使ってきたものをマ
イクロスイッチに取り換えることから始め
た。マイクロスイッチを固定する台は手拍子

との相性を考慮して（カスタネット＋マイク
ロスイッチ）が最適と考えて試作したのが図
2である。
「個人の手拍子行動を採取するには他人の

手拍子に左右されることが無いようにするの
が良い」とのことで消音用ゴム板を貼りつけ
たりしたが，十分に消音出来なかった。更に
「素手の手拍子とカスタネットを使った拍行
動には感覚的な差がある」ことが分かり，今
回はマイクロスイッチの使用を断念した。
素手の手拍子でも音が出るので手袋を使用

するのが良いと考え，薄手の手袋にアルミ箔
を貼ったプラスチック板を貼付して電極と
し，手拍子をパルス化するためのスイッチ機
構にした（図3）。

3．2．ノイズ除去とパルス幅画一化
一般に有接点スイッチではチャタリングノ

イズの発生は避けられない。それを除去する

図1 音楽リズム反応読取装置

図2 カスタネットスイッチ 図3 パルス発生のための手袋スイッチ
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とともに0．1秒（100 msec）間隔でデータ採
取するためには手拍子により発生させるパル
ス幅を画一化（例えば50 msec程度）する必
要がある。そのために，手袋スイッチとパル
ス読み取り装置（コントローラ）の間にノイ
ズ除去とパルス幅画一化回路を付加した。
手袋スイッチによるパルスに含まれるチャ

タリングノイズをローパスフィルタ回路で除
去し，その後シュミットトリガー回路（7414）
で波形整形し，シングルショット回路（74121）
で約50 msec幅のパルスを作成した。このパ
ルスをパルス読み取り装置へ送ることにし
た。
各部の出力信号波形の概略図を図1に示し

た。

3．3．パルス読み取り装置（コントローラ）
パルス読み取り装置には，「Cロボ」の名

称で市販されている制御基板 RBTJR-01 Aを
用いることにした。1つの基板に対して，6人
分の手袋パルスを読み取ることが可能であ
る。これにプログラムを書き込んで「①100

msecの間に5回パルスの有無をチェック」，
「②100 msec区間のパルスの有無をパソコ
ンに送り込む」の仕事をさせることにした。
プログラムとしては「①ほぼ20 msecに一

度，パルスの有無をチェックする」，「②5回
のうち一度でも入力が Highであれば“1”を，
そうでなければ“0”をパソコンへ送る」と
いう作業を繰り返し行うようにした。1つの
コントローラで6人分のパルスをチェックし
て情報をパソコンへ送ることができる。プロ
グラムのポイントとしては，①②の動作を正
確に100 msec単位で実施することとパルス
が2区間にまたがる際のデータ処理にある。
パルス幅とデータ採取タイミングのイメージ
を図4に示す。
なお，パソコンでは時系列データを受信し

て，それを画面表示・保存することになるが，
そのためのソフトとしてはフリーソフトの
Teratermを使用した。1台のパソコンでコン
トローラ3台（18人分）のデータを受信・表
示・保存することにした。

3．4．新規開発行動分析装置の効用
今回改良・開発した装置では人の行動情報

が直接リアルタイムでコンピュータへ採取で
きるようになり，従来の装置に比べて収集で
きる情報量が格段に多く，有用なデータが多
く得られることがわかった。

4．結果

4．1．平均出現率・標準偏差の学年比較
児童対象の実験は，6学年各2クラス，計12

クラスで実施したが，音楽リズム反応読取装
置に2クラスで誤作動が生じたため，6学年
計10クラスのデータを分析した。

0．1秒間隔で音楽リズム反応読取装置に入
力されたすべての手拍子から，拍同期時と判
断されるもののみを抽出して分析対象とし
た。一般に，音楽鑑賞時に発生する手拍子は，
聴覚リズムに同調する神経メカニズムの解明
により，反応するまでにミリ秒レベルのタイ
ムエラーが生じることがわかっている
（Thaut, M．2005）。この誤差を考慮し，児童
の手拍子が集中した0．2秒間を拍同期時の手
拍子と判断した。

図4 パルスと読取タイミングのイメージ
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また，手拍子は，どのクラスも，演奏開始
後，しばらくしてから始まり，次第に全員へ
広がっていった。したがって，第一曲目テー
マ開始時と，フェルマータ（音符や休符の時
間の延長）により音楽の流れが一旦停止した
後に再開する変奏曲11においては，平均値
を算出する際，開始時の反応がそろっていな
い部分を除外して計算した。したがって，テー
マでは，1～16拍を，変奏曲11では1～8拍
目までを分析対象から外した。
また，変奏曲11は，他の曲に比べ同一曲

内で音楽の内容が大きく変化していることか
ら，前半部①，中間部②，後半部③の3部に
分けて算出した。
その結果，音楽鑑賞時の，児童の手拍子に

おける各変奏曲出現率の平均値と標準偏差
は，表1のようになった。
学年による差を，変奏曲ごとに一元配置分

散分析をして調べた（SPSS Version 20を使
用）。その結果，すべての曲に有意差がみら
れた。変奏曲11①（前半部）は5％水準で有
意であり（p＜．05），それ以外の曲は1％水

準で有意であった（p＜．01）。詳細な結果は
次のようになった。

・1％水準で有意であった曲（p＜．01）
テーマ：F（9，302）＝3，106，p＝．001

変奏曲1：F（9，470）＝3，956，p＝．000

変奏曲2：F（9，470）＝7，032，p＝．000

変奏曲3：F（9，470）＝7，881，p＝．000

変奏曲4：F（9，470）＝9，933，p＝．000

変奏曲5：F（9，470）＝11，034，p＝．000

変奏曲6：F（9，470）＝8，734，p＝．000

変奏曲7：F（9，470）＝11，814，p＝．000

変奏曲8：F（9，470）＝8，574，p＝．000

変奏曲9：F（9，470）＝11，177，p＝．000

変奏曲10：F（9，470）＝15，487，p＝．000

変奏曲11②：F（9，230）＝5，359，p＝．000

変奏曲11③ F（9，230）＝3，347，p＝．001

変奏曲12：F（9，1020）＝18，812，p＝．000

・5％水準で有意であった曲（p＜．05）
変奏曲11①：F（9，230）＝2，256，p＝．020

表1 各変奏曲の手拍子平均出現率（％）と標準偏差
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その後，曲ごとの関係を調べるため，
Tukey・HSDを用いた多重比較を行なった。
ほとんどの曲は，表2のように，多少のでこ
ぼこを伴いながらも学年が進むにしたがい平
均値は高くなっていった。その中で，変奏曲
12のみ，「1年生～4年生」と「5・6年生」の
間にはっきり分かれて5％水準の有意差が認
められた（表3）。この曲は，「きらきら星変

奏曲ハ長調 K 265」中，唯一の3拍子であり，
その前に位置する伸びやかな変奏曲11とは
大きく曲趣が異なる。それにもかかわらず高
い出現率を示したことは，拍子の変化にも対
応できる拍感が，5年生以上の児童に培われ
ていることが示唆された。
また，平均値の最も高かったのは6年2組

であった。テーマと変奏曲12を除いたすべ
ての曲で最大値を示した。Tukey・HSDによ
る多重比較の結果，ほとんどのクラスとの間
に5％水準で有意差があった。各変奏曲につ
いての詳細は次のようになった。

・各曲における6年2組と有意差のあったク
ラス（p＜．05）
変奏曲4・6・10・12：7クラス
（5年1組，6年3組を除く全クラス）
変奏曲5：8クラス
（2年3組を除く全クラス）
変奏曲7：6クラス
（4年3組，5年1組，6年3組を除く全ク
ラス）

変奏曲8：7クラス
（4年3組，5年1組を除く全クラス）
変奏曲9：8クラス
（5年1組を除く全クラス）
変奏曲11②：6クラス
（3年1組，5年1組，6年3組を除く全クラ
ス）

この結果は，6年2組が，拍に正確に同期
して手拍子をした人数が著しく多かったこと
を示し，等拍手拍子を連続して行なっている
可能性も推察された。これについては，ビデ
オ映像の目視からも確認された。
次に，標準偏差を比較した。1年生は，2

クラスともに，変奏曲11・12を除く計10曲
において，全学年中最も標準偏差が大きく

表2 変奏曲10：等質サブグループ

表3 変奏曲12：等質サブグループ
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なった。このことは，1年生の手拍子出現率
にばらつきが大きいことを示した。これは，
各変奏曲の手拍子出現率推移をフーリエ変換
した後スペクトルを算出した際，8拍ごとに
下降する波の成分が強く現れたことからも裏
付けられた（図5参照）。この現象は，1年
生に特徴的に現れ，テーマだけでなく全曲で
確認された。2クラスともに20％以上の児童
からこの行動が認められたのは，テーマ，変
奏曲2・3・4・6・8・9・11①・11②11③で
あった。（表4）。1年生は，8拍目に手拍子
を休む児童が多いことを示し，このことが，
結果的に標準偏差を大きくした。

4．2．変奏曲ごとの平均出現率比較
表1に示した各曲の手拍子平均出現率を，

クラスごとに分散分析をして調べた結果，全
クラスに1％水準で有意差がみられた。詳細
な結果は次のようになった。

・1％水準で有意であったクラス（p＜．01）
1年1組：F（14，672）＝2，468，p＝．002

1年2組：F（14，672）＝3，980，p＝．000

2年1組：F（14，672）＝11，977，p＝．000

2年3組：F（14，672）＝12，042，p＝．000

3年1組：F（14，672）＝9，815，p＝．000

4年1組：F（14，672）＝25，614，p＝．000

4年3組：F（14，672）＝13，310，p＝．000

5年1組：F（14，672）＝15，124，p＝．000

6年2組：F（14，672）＝5，899，p＝．000

6年3組：F（14，672）＝17，544，p＝．000

クラスごとに最大値と最小値を見ていくと
興味深い結果が出た。最大値を有した曲は多
岐にわたったが，最小値の曲は，変奏曲11

①（6クラス）に集中した。ついで，変奏曲
8（2クラス），変奏曲11③（2クラス）であっ
た。変奏曲8は短調であり，変奏曲11①③は
付点のリズムを特徴とし，どちらの要素も，
幼児対象の実験から拍感の弱まることが確認
されている（水野2012）。
また，これらの曲は，フーリエ変換後のス

ペクトルに，2拍ごとの落ち込み現象が認め
られた。特に，20％以上の児童がその行動を
していたのは，変奏曲11①で3年生・4年
生・5年生・6年生の5クラス，変奏曲11③
で4年生・6年生の2クラス，変奏曲8では6

年生の1クラスであった（表5）。つまり，2図5 「テーマ」手拍子推移

表4 8拍ごとの落ち込み現象を示すスペクトル（％）

注：変奏曲12は3拍子のため，除く
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拍ごとの落ち込みとなる2倍拍間隔の手拍子
は，3年生以上に高い割合で出現し，このこ
とが結果的に平均出現率を低くした。

5．まとめ

本稿では，「きらきら星変奏曲ハ長調 K

265」（モーツァルト作曲）鑑賞時に発生する
幼児および児童の手拍子を，変奏曲ごとに平
均出現率を算出して比較した。
同一変奏曲内の平均出現率の学年による差

を，分散分析をして調べた結果，5％水準で
有意であり（p＜．05），Tukey・HSDを用い
た多重比較から，多少のでこぼこを伴いなが
らも学年が進むにしたがい高くなることが示
された。つまり，拍に正確に同期する感覚は，
学年が進むにつれ高まっていくことが示唆さ
れた。
標準偏差の比較からは，1年生が変奏曲

11・12を除く計10曲で，最も大きかった。
各変奏曲の手拍子出現率推移をフーリエ変換
しスペクトルで表した結果，8拍ごとに下降
する波の成分が強く現れたことから，1年生
の手拍子は，7拍叩いて8拍目に休む内容を
もつ児童が多いことがわかった。
次に，平均出現率の各変奏曲間の差を分散

分析により調べた結果，すべてのクラスに1

％水準で有意差があり，中でも全クラスで最

小値を示した変奏曲8と変奏曲11において
は，フーリエ変換後のスペクトルに，3年生
以上で2拍ごとの落ち込み現象が認められ
た。付点のリズム（変奏曲11）や短調（変
奏曲8）といった音楽の内容は，児童の拍感
に影響を与え，2倍拍間隔の手拍子を出現さ
せやすいことが示唆された。
以上の結果から，小学校学習指導要領の示

す「拍の流れを感じ取りながら音楽に合わせ
て歌ったり，演奏したりする」音楽的拍感は，
小学校6年間で次第に定着していくことが明
らかになった。
さらに，音楽の内容に沿って拍の間隔を変

えながら音楽を感受する感覚も，6年間で次
第に培われる。
今後も，多角度からの分析を重ね，児童の

音楽的拍感の究明に取り組んでいきたい。

付記

本研究は，平成25～27年度科学研究費補
助金基盤研究 C（課題番号：25381219，研究
代表：水野伸子）の助成によるものである。
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