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� はじめに

私は小さい頃から現在までピアノを趣味として弾いて
きた。最近は多くの人に馴染みのある �����の曲を弾
くのだが、特に印象に残っているアーティストは浜崎あ
ゆみである。男女問わず、幅広い年齢層から親しまれる
だけでなく、何よりも魅力のある歌手である。しかし、
その理由だけでは大ヒットすることは容易でない。そこ
で、本研究では、テーマを演奏する側で最も重要な旋律
に絞り理解してみたいと思う。研究内容としては、アー
ティストによる旋律の傾向が見られるか、ヒット曲はど
のような旋律が多く使われているのかといったことにつ
いて統計的分析を行う。それによって、音楽に対しての
興味がさらに深まるだけでなく、１曲を理解して演奏で
きることで楽しさをさらに味わえるのではないかと考
えた。

� データについて

��� 曲
アーティストは男性・女性から３人ずつ、男性アーティ
ストから �	
�、����������、サザンオールスターズ
�桑田圭祐�、女性アーティストから ����� 	����� �����、
宇多田ヒカル、浜崎あゆみの６人のアーティストを選
んだ。分析する曲は各アーティスト６曲の計３６曲を選
んだ。
��� アイテム
アイテムは、音の傾向を計るために単音を、音程を計
るために度数を、音の長さを計るために音符・休符の以
上３つのテーマ計２１アイテムについてのデータを ���

から取り出した。また、１曲の旋律の傾向をみるために、
各曲いずれも最初の１０小節、真ん中の１０小節、最後
の１０小節と分けた。

� 解析方法

解析方法は、それぞれのテーマの特徴を明確にするた
めに主成分分析を、異なった対象の中から均質な集落を
見つけるためにクラスター分析を行った。�田中・脇本
� �参照�

� 解析結果１．アーティストの旋律の傾向�音
符・休符

スペースの都合上、単音、度数、単音・度数・音符の
テーマについては省く。
��� 主成分分析
累積寄与率が６０ �を超えるのは第３主成分までなの
で第１主成分から順に解析する。なお、解析の中で下総

���を参照する。

� 第１主成分��寄与率!��""�

正の軸に２分音符・休符、付点２分音符・休符、
４分音符・休符、付点４分音符・休符、８分音符・
休符が構成され、負の軸に付点８分音符・休符、
１６分音符・休符が構成された。特に８分音符・
休符、１６分音符の値が高い値を示した。正の軸
については、音の長さのリズムがゆったりで落ち
着きを感じる。負の軸については、リズムが速く
なってスピード感があり、前へ進もうという様子
が感じられる。よって、この軸はリズムの速さに
よる程度を示す軸と解釈できる。

� 第２主成分��寄与率!��#��

正の軸に付点２分音符・休符、付点４分音符・休
符、付点８分音符・休符、１６分音符・休符が構
成され、負の軸に２分音符・休符、４分音符・休
符、８分音符・休符が構成された。特に付点２分
音符・休符、４分音符・休符、８分音符・休符が高
い値を示した。負の軸の音符は１拍の単位として
選ばれやすい音符で、拍子と大きく関係している
ものである。これは、譜面上に各々のリズムを書
きやすくすることや読みやすくするために、これ
らの音符を用いる。よって、この軸は１拍の単位
になりやすいかどうかを示した軸と解釈できる。

� 第３主成分��寄与率!��$��

正の軸に２分音符・休符、付点２分音符・休符、
付点４分音符・休符、１６分音符・休符が構成さ
れ、負の軸に４分音符・休符、８分音符・休符、
付点８分音符・休符が構成された。特に、付点２
分音符・休符、付点４分音符・休符、付点８分音
符・休符が高い値を示し、いずれも付点音符・休
符である。付点は単純音符 �付点以外の音符� の
�$ 倍の長さであるため、今までの定まったリズ
ムに変化がつきやすい。これはシンコペーション
と似ている。正の軸はリズムがゆったりとしてい
るが、負の軸はリズムが速い。よって、この軸は
付点音符・休符の使い方による速さの違いを示す
軸と解釈できる。

��� クラスター分析
図 �のようなデンドログラムを得た。これを左から６
つのクラスターに分けることができた。さらに、第６群
は第 #%群、第 #&群と細かく分けることにした。
第１群 ���'� �(�) *��後�の１個

そのうち �始����中����後������

リズムの変化が大きい群
第２群 �+���	 �
�,-,��始�など４個



そのうち �始�$���中����後�$���

リズムの差が最も大きい群
第３群 �涙の海で抱かれたい �中�など４個

そのうち �始����中�$���後�$���

平均的な速さのリズムである群
第４群 �可愛いミーナ �後�など３個

そのうち �始�...��中�...��後�...��

長音が多く使われている群
第５群 �/('��%�0/('�1�%2��始�など３７個

そのうち �始�.3���中�.3���後�� .��

リズムの速い群
第 ��群 �+
��,4�//�後�など４３個

そのうち �始�.3���中�.�#��後�.����

短音が最も多く使われている群
第 ��群 �5(�������))�後�など１６個

そのうち �始���$��中�.3$��後�$���

リズムが速く、その差も大きい群
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図 � ��曲 �始��中��終�の音符・休符のデンドログラム

クラスター分析の結果から、リズムが速く駆け上がる
曲の多いアーティストは �	
�0 宇多田ヒカル0 浜崎あ
ゆみ、リズムに変化をつけ単調になることを防いでいる
アーティストは �	�0����������、付点音符が多いアー
ティストは桑田圭祐であることが分かった。その中でも
特に �	
�は１曲の最初から最後まで前述した傾向が
続きやすく、リズムが単調となりやすいことが分かった。

� 解析結果２．ヒット曲の旋律の傾向

ヒット曲を ���万枚より多い曲 �計 �.曲�、ヒット曲
でないものを $� 万枚より少ない曲 �計 � 曲� で分析す
る。単音・度数・音符のクラスター分析からヒットした
曲はどのクラスターに表れやすいか抜き出してそれぞれ
の特徴をまとめる。��.�参照�

■単音
主音であるド、主和音の一部であるミ・ソを中心に使わ
れている。これらから、基本に従いながらメロディライ
ンが構成されているため、安定感が生まれやすい。
■度数
２度から４度といった大きくも小さくもない程よい音程
で構成されている。これは、聴いていて落ち着きのある
曲が好まれやすいと考えられる。
■音符・休符

１６分音符のような短音を中心に使われるなか、間に長
音や休符を挟みリズムの差をつける。これは、アクセン
トをつけ、メリハリのある曲が親しまれやすいと考えら
れる。

� まとめ

��� アーティスト
以下の３人のアーティストの旋律についてまとめる。

�����	
���

単音：前半にいろいろな音を使い後半に安定音を中心に
使われている。
度数：音程のばらつきが大きい。サビとサビ以外で音程
の大きさを変えている。
音符：曲によってリズムの速さや差が様々である。曲に
よってその傾向を使う場面も異なる。
桑田圭祐
単音：安定音を中心に使われている。曲によってその音
を使う場面を変えている。
度数：音程は小さいが時々大きくなる。曲によってその
傾向を場面ごとに変えている。
音符：曲によってリズムの速さや差が様々である。曲に
よってその傾向を場面ごとに変えている。
浜崎あゆみ
単音：いろいろな音が使われる傾向にある。その傾向が
曲の中でまとまりをもっている。
度数：程よい音程で構成されている。サビとサビ以外で
音程の大きさを変えている。
音符：短音が多くリズムの差をつけない。その傾向は曲
によって場面を変えている。
��� 全体
今回の研究では、��個のアイテムによってアーティス
トの旋律の違いが明確に表れ、特に全体のクラスター分
析で断言できなかったことに対して個々のクラスター分
析でははっきりといえた。また、ヒット曲になりやすい
旋律については、聴き手にいかに安心させるかどうかの
差であることが理解できる結果となった。

� おわりに

曲を楽譜通りに演奏するのではなく、それをデータと
してみたとき、１曲が膨大な量であることに驚いたのと
同時に、作曲者によって個性がよく表れていることに気
付いた。本研究で得られた興味深い結果を参考にしなが
ら今後も音楽に取り組んでいきたい。
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