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歌唱における喜び,悲しみ,恐れ,怒りの表現

森 下 修 次・笹 川 知 美*

1

はじめに

学習指導要務において音楽科教育の「表現」は
「鑑賞」と並び重視されている項目である。 「表現」
は演奏する側が聴く側に何らかのメッセージを伝え
ようとする行為であるし, 「鑑賞」は演奏者側から
発信された情報を受け取ろうとする行為といえる。
このように「表現」する側と「鑑賞」する側,すな
わち演奏者と聴き手は表裏一体のものであり,この
両者を切り離して考えることはできない。
「表現」には歌唱や器楽などいくつかの方法が示
されているが,とりわけ歌唱は音楽科教育の「表現」
の中心的役割を果たしてきた。そして,具体的に
「歌唱」表攻の共通性を知ることが音楽教育の役に
立つと考えられる。
ところで,音楽表現全般にいえることだが,演奏
や歌唱は聴き手をうきうきした気分にさせたり,切
ない気持ちになったりと情動的反応をもたらすこと
といわれている。そういった反応,すなわち感情の
生成は歌い手のどういう表現によってもたらされる
のであろうか。
Fonagy は「情緒的な話声の研究」において,
「音響的性質は身体動作の一般的パターソが音響面
に反映されたにすぎないのだと仮定するのが妥当で
あろう」と述べている。
Seashore は, 10人の歌手がある同じ歌を歌っ
たレコードについてそれぞれの柏,小節,フレーズ
の長さが初めから終わりまでどのように変化してい
くか調べた。その結果,例えば小節の長さが変化し
ていく場合,すなわち平均の長さは各人まちまちで
一定した形はみられなかった。小節の長さを終始均
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等に保とうとした歌手は1人もいなかった。このこ
とからSeashoreは,演奏の逸脱は決して偶然のも
のでないことを確信し,これを「芸術的逸脱」と呼
んだ。
Kotlyar & Morozov'3'は, 11人のプロの歌手た
ちに種々の異なる情緒的気分,すなわち「喜び,悲
しみ,恐れ,怒り,中性的気分」を表現させた。
Tchaikovsky の子守唄, Onegin のアリア,
Schumannのロマソス, Lyubashaのアリアを使用
し, 5つの表現をラソダムに歌唱させ,分析を行っ
た。結果は,平均音節時間が「恐れ」で最も短く
「悲しみ」が最も長い,音節間の無音区間は「恐れ」
が最も長く「中性的気分」は最も短い,音量は「怒
り」が最も大きなレベルで「恐れ」は最も小さなレ
ベルで歌われているということを兄いだした。そし
てこの演奏を使って聴取テストをしてところ,歌い
手たちが表現することを求められた情緒の情報は,
聴き手に上手く伝わっていることがわかった。
古村(りは,まどみちお作詞,圃伊久磨作曲の『ぞ
うきん』他計3曲を無伴奏で歌唱させた。その際歌
唱者に, 「1,正確(記譜どおり)・2,楽しい(又
は嬉しい, Happy)・3,悲しい(Sad)・4,.変奏
曲(歌詞を自分なりに表現)」という4項目を, 2
度ずつ繰り返し歌うよう指示した。そして,これを
録音したものを, IOI (Inter‑onseトinterval),也
さ,音高について調べ,その後に心理実験を行った。
その結果,聴取者には歌唱者の表現が意図したもの
が,よく受け取られていることがわかった。そして,
テソポの速いものや青苗の高い債向のものは
Happy表現,テソポが遅く音高の低めのものは
Sad表現,その中問のものが正確という結果が出
た。そして,強さは音高の高低に比例していること
がわかった。
Kotlyar & Morozov,古村の研究では,複数の
曲を用いているが,本研究では, 「楽曲そのものに
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対する感情」ではなく,純粋に「表現そのものに対
する感情」を取り上げていきたいと考え,使用する
のは1曲のみとし,かつ曲本来の調性に影響されに
くい中性的な楽曲を用いた。またそれらの研究では
歌詞による歌唱も取り扱っているが,本実験では歌
詞による影響を排除し,かつ,パラメータの数をな
るべく限定するために母音唱で行うこととした。
2

研究の方法

本研究では古村の実験と同様,歌唱表現の音響分
析,その際に収録した歌唱録音を使用した心理実験
の二つの実験分析を行っている。
2‑ 1 分析および刺激書に用いた演奏曲目
演奏曲目は,図1の北原白秋作詞,中山晋平作曲
の「砂山」 12小節を用いた。選曲理由は, 12小節と
小節数が少なく,大きいフレーズのまとまりとして
は4′J、節,小さいフレーズのまとまりとしては2小
節単位で曲が進行しているため,歌唱者も表現をつ
けやすく,被験者にとっても聴き良いと考えられた
からである。そしてこの曲の調性は,楽譜上ホ短調
ではあるが実際には日本やスコットラソドなど多く
見られる5音音階が使われていて,西洋音楽の長音
階短音階というはっきりした性格を表していないと
考えられる。そのため歌唱者が「喜び」 「悲しみ」
といった対照的な情緒表現をつけやすくなると考え
m
2‑2 歌唱者について
新潟大学の教育学部特別教科(音楽)教員養成課

程,及び中学校教員養成課程音楽科,または教育人
間科学部芸術環境創造課程音楽表現コースに所属し,
声楽を専攻している学生,男女4名に歌ってもらっ
た。
2‑3 録音の手順
「砂山」を歌唱者4名に, 「喜び」, 「恐れ」, 「悲
しみ」, 「怒り」に「中庸」を加えた5つのパターソ
で,各々1回ずつ表現して歌ってもらった。なお,
歌う順番は特に指定はせず,それぞれの歌唱者にとっ
て歌いやすい順番で歌ってもらった。そして,テソ
ポ,青畳,技巧についても,本実験では重要な表現
手段と位置付けているため,特に指定せず歌唱著の
自由とした。無伴奏で,母音唱「ア」で歌うよう指
定した。各表現を歌い出す前に開始音「G音」をピ
アノで与え,マイクの前に立って歌ってもらい,そ
れをDATに録音した。マイクはSeide社のコソデ
ソサーマイクPC‑Mlを使用した。

2‑4 計測方法
DATで録音したものをコソピュークにとりこみ,
Digidesign杜のPro Toolsで計測を行った。
速度の計測は,曲全体の長さと, 2小節ごとの小
フレーズの休符を除いた有音部分の長さ, 2小節ご
との休符の長さ,および2小節ごとの休符を含めた
フレーズ全体の長さの101 (Inter‑onset‑interval)
を計測した。本研究では古村の方法を参考にして,
「IOI」を2小節ごとのフレーズの発声間隔時間と
定義することとした。計測は1,000分の1秒単位で
可能であるが,音の立ち上がりに幅があることから,
100分の1秒単位の精度で計測を行った。

砂山

ア‑ア

ア

ア〜ア

ア(以卜略)

図1分析および心理実験に用いた楽曲

北尿白秋 作詞
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音量,音圧比の計測は, Pro Toolsによって画面
上に捺される波形の画像を方眼紙に印刷し.そのマ
ス日の数を数え面積を算出した。さらにその面辞を
時間で割り,単位時間あたりの面積の値を求めた。
それら面横は比較しやすいよう最も小さい値を1と
して,面撰比を表した。本研究ではこの面横比を音
圧比として読み替えて表した。
ピーク値はProToolsによって示される2小節
問での,最も大きい音量の数値で表した。
2‑5 心理実験
被験者は新潟大学教育人間科学部芸術環境創造課
程音楽表現コースに所属する2‑4年生の39名とし
た 2‑3の収銀音をCD‑Rに記録し, CD‑Rの
演奏を被験者にラソダムで聴いてもらった。聴いて
もらった歌唱が「喜び」, 「恐れ」, 「悲しみ」, 「怒り」,
「中庸」のどれに当てはまるか,気付いたことや内
観報告など用紙に記入してもらった。尭間内容を以
下に示す。
「これから4人の人の演奏を順番に聴いてもらい
ます。演奏している曲はr砂山』です。それぞれの
人に, 「喜び」, 「恐れ」, 「悲しみ」, 「怒り」, 「中庸」
の5つの表現をそれぞれ一回ずつ歌ってもらいまし
た。歌をl人目から順番に流していくので,その演
奏は5つの表現のうちどの表現に当てはまるか考え
て,どれか1つに○をつけて下さい。なお同じ表現
が, 1人の人に2回以上出てくることはありません。
そして,表現の順番はそれぞれの人によってラソダ
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ムに演奏されています。 5曲Hまで聴き終わったら.
気付いたことや感想を書く時間を設けるので,括弧
の部分に記入して下さい。なお,この研究での「中
庸」は,片寄らず中性なことという意味です。 」
3

実験結果

3‑1速
度
図2以降は歌唱者4名の計測結果を平均したもの
である。図2では実際に音が鳴っている時間,例え
ば1‑2′J、節とは1拍目の発音時から2′」、節目3拍
日最後まで,休符を除く時間を表している。またグ
ラフの折れ線は下の方は速度が速くなり上の方が遅
くなる。図2を見ると, 「喜び」が最も速く歌われ
ていることがわかった。そして, 「悲しみ」の速度
が最も遅い頼向にあることがわかった。 「恐れ」は
「中席」に近く「怒り」も若干遅めの速度になって
いる。全部の梯向として, 5小節目以降徐々に速度
が遅くなっていることが兄いだせる。 ll‑12′J、節が
特に遅くなっているのは.曲の終わりはだんだんゆっ
くりにすることが多いためと思われる。
音楽表現では休符の存在も重要であることから各
演奏の休符の時間も測定したo 図3は,歌唱の無音
区間.すなわち休符区間を表している。例えば, 2
小節目3拍目の音の鳴り終わりから. 3′ト節目1拍
目の音の鳴り始める前までの音の鳴っていない時間
を表している。なお, 12小節目は次に出てくる音が
無いので,ここでは割愛している。

図2 小7レーズ(2小節)の有書区間の時間の変化
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4および8小節目の休符は大きなフレーズの切れ
目であり,同時にプレスが行われると考えられるた
め休符時間が長い。
「喜び」は図2と同様,他の表現に比べてプレス
の速度も速くなっていることが読み取れる。また,
「中庸」. 「悲しみ」, 「恐れ」に比べて4および8小
節目の休符と他の休符の差が少ない。 「喜び」は速
度も速く休符もあまり長く取らず,速度的には比較
的平板に演奏されていると思われる。
「中庸」, 「悲しみ」, 「恐れ」の曲線はほぼ同じ形
をしている。値も近いことから,ほぼ同じタイミソ

グでプレスが行われていると思われる。
「怒り」は, 4小節目の休符を長めにとらないが
8小節目の休符は他と同じように取っており,他の
表現と異なった様相になっている。図においても前
半は平板で10小節目の休符も短くなる傾向にある。
そのことにより8小節目の休符を際だたせる, 「た
め」の表現効果があると思われる。
図4は休符を含めた小フレーズ,すなわち2小節
ごとの時間変化を表したものである。 「喜び」の速
度が最も速く, 「悲しみ」が最も遅いということが

図3 休符時間の変化

図4

小7レーズ(2小節)ごとの時間の変化
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わかる。この点は図2と同様である。図2に比べて
全般的に平板に思われるが,有音部分と休符を合わ
せて速度をある程度一定に保とうとしているためと
思われる。
3‑2 音量の分析
図5を見ると全ての表現で5‑8小節が谷間となっ
ている。これはこの部分が前後に比べて青苗が低く
なっているためと思われる。
「怒り」の音圧が他の倍近く強い。やはり「怒り」
は声の載さとなって表現されているといえる。反対

に「悲しみ」は全般的に音圧が弱いといえるが,
「恐れ」 「喜び」 「中席」と差は少ない。
図6のピーク値でもその傾向は変わらない。 「喜
び」の9‑10小節目が「恐れ」「悲しみ」「中庸」に比
べて大きいのは後半部分の盛り上がりを音色やアク
セソトで強調しようとしたためではないかと推測さ
れる。
3‑3 心理実験の分析
図7a
のグラフは,例えば「喜び」に表現さ
れた歌唱を聴いて,被験者が「喜び」 「悲しみ」な

図5 最小値を1としたときの小フレーズ(2小節)ごとの音圧比の変化

図6
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小フレーズ(2小節)ごとのピーク値(音量)の変化
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どの表現だと知覚された割合を示している。
図7 aの「喜び」では被験者が83%という高い割
合で「喜び」の表現を「喜び」と知覚している。内
観報告では「喜び」と判断した理由を, 「テソポが
速く弾んだ感じだったから」, 「他の表現とア‑ティ
キレーショソを変えていたから」, 「staccato (また
は音が短い)だったから」, 「軽い感じがしたから」,
「母音の発音が明るかったから」, 「喜びはテソポが
速かったから」と記された。
高い割合ではないが「中庸」と知覚した被験者も
13%いた。内観報告で, 「喜びと中庸の判別に少し
迷った」と述べた数名の被験者のように「喜び」を
「中庸」と知覚する人がいるのは, 「喜び」と「中
庸」の表現の共通点が音量変化であり,前述の被験
者にとって音量の差が表現の違いをはかる重要なポ
イソトだったからと考えられる。

図7b 「恐れ」を被験者が「喜び,悲しみ,恐れ,
怒り.中庸」に知覚した割合
図7Cでは, 「悲しみ」の解答率は66%とった割
合であった。内観報告では,悲しみと判断した理由
について, 「テソポがゆったりめで声が暗い感じが
したから」, 「全体的にテソポがゆっくりだったから」,
「全体的に′J、さい音量だったから」というものがあっ
た。しかし, 「恐れ」の時と同様, 「悲しみ」の次に
高い解答率が「恐れ」 19%と, 「恐れ」の場合と同
樵, 「悲しみ」と「恐れ」の表現を区別するのがや
や困難と考えることができる。

喜び怒り
=◆◆
=・・

図7a 「喜び」を被験者が「喜び.悲しみ,恐れ,
怒り.中庸」に知覚した割合
図7bにおいて, 「恐れ」を「恐れ」と知覚した
被験者の割合は64%の割合であった。内観報告では,
「恐れ」と判断した理由について, 「震えるような声
だったから」, 「声量をぐっとおさえていたから」,
「ビブラートがかかっていたから」, 「息もれを感じ
たから」, 「息を他の表現のときよりよくすっている
から」, 「前のめりで,追われているようなかんじだっ
たから」というものがあった。
しかし,数値を見ると, 64%と少し低めである。
内観報告の中にも, 「悲しみと恐れが似ていた」と
いう意見もかなりあった。そして, 「悲しみ」と
「恐れ」の表現の判断の基準にも,重なる部分がい
くつかあった。恐れの次に高い解答率が, 「悲しみ」
17%ということからも恐れと悲しみの区別が少し難
しいと考えることができる。
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図7 C 「悲しみ」を被験者が「喜び,悲しみ,恐れ,
怒り,中庸」に知覚した割合
図7dでは, 「怒り」の割合が87%と高かった。
これは5つの表現の中では最Wfift:である。内観報告
では,怒りと判断した軌̲11について, 「アクセソト
(声質)が強かったから」, 「テソポが速めで咳き込
むかんじだから」, 「強くするどい声だから」, 「歌い
出しがするどかったから」というものがあったO こ
のことから被験者には最もわかりやすい表現だった
と考えることができる。
図7 eでは「中賭」の割合は約65%であった。内

歌唱における喜び,悲しみ,恐れ,怒りの表現

4

図7d 「怒り」を被験者が「喜び,悲しみ.恐れ,
怒り,中庸」に知覚した割合
観報告では「中庸」と判断した理由について, 「テ
ソポの正確さに注意を払っていたから」, 「テソポを
一定に歌っていて,変化がなかったから」. 「たんた
んとすすんでいたから」といものがあった。
しかし, 「喜び」約13%, 「恐れ」約7%, 「悲し
み」約13%と,他の表現としてとらえた被験者がい
た。ただ, 「怒り」と知覚する人は少なかった。
全体としては,どの表現も歌唱著の表現通りに知
覚した割合が高いことから,歌唱者の表現の意図が
聴取者にも正しく伝達されているということができ
る。よって,本研究における音響分析によって得ら
れた結果は,表現の伝達方法の効果が明らかに示さ
れたと言うことができる。
?蝣*.リ

図7 e 「中庸」を被験者が「喜び,悲しみ,恐れ,
怒り,中庸」に知覚した割合
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考察とまとめ

「喜び」, 「恐れ」, 「悲しみ」, 「怒り」, 「中庸」の
表現の特徴をまとめると次のようになる。
「喜び」の特徴は比較的速度が速いこと,休符に
おける問(ま)を他の表現に比べて取らないことな
どが挙げられる。 「喜び」と「中庸」はよく似てい
る。有音部分の時間(速度)変化と音量変化ではほ
とんど差が無かった。両者の違いは休符にあり,
「喜び」が比較的問を取らない歌唱だったのに比べ,
「中庸」は「恐れ」や「悲しみ」とともに間をしっ
かり取る偵向があった。内観報告からは前述のよう
に「staccato (または音が短い)だったから」, 「母
音の発音が明るかったから」など音色やアーテユレ‑
ショソに関する報告があったことから,それらも音
色やアーテユレーショソも被験者にとって重要な判
断材料だったと思われる。
「悲しみ」は「喜び」と反対で速度を遅くする憤
向があった。しかし,それ以外では前述の内観報告
で「テソポがゆったりめで声が暗い感じがしたから」
など音色と速度に関するものだけであった。
「恐れ」は速度,音量に関して「中庸」とほとん
ど違いがなかった。しかし,心理実験では前述の内
観報告にもあるように「震えるような声だったから」,
「ビブラートがかかっていたから」, 「息もれを感じ
たから」と他の表現と違う効果が得られた。これは,
音色から判断した可能性が大きい。また,そのこと
から「中庸」とは速度,音量が平均的で音色も平均
的で特徴がない歌唱といえるだろう。
「怒り」は音量面で他と大きな違いがあった。ま
た前述のように時間(速度)変化にも特徴がある。
時間変化については内観報告で前述のよう「テソポ
が速めで咳き込むかんじだから」と報告されている。
また同様に「強いするどい声だから」, 「歌い出しが
するどかったから」のように音色に関する報告もあっ
た。 「怒り」は音量,速度,音色の三つを使って表
現するので,被験者にとって最もわかりやすい表現
になったと考えられる。
今回の実験では内観報告からstaccatoなどの表
現技巧も伝達の手段もしくは聴取の大きな助けとなっ
ていたと考えられる。その他にも,意図的に息のス
ピードやビブラートを調節するなど微妙な音色表現
を加えることによって違いを表現することが兄いだ
せた。時間(速度)と音量の変化が表現の手段の一
つであることは確認されたが,今後は音色や歌唱技
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巧が,どのような役割を果たすのか今後深く調べて
いく必要がある。

6

5

(l) Fornagy, I. "Mimik auf glottaler El光ne.''
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