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研究を⾏うにあたり、坂道グループ（乃⽊坂46・欅坂46・けやき坂46・⽇向坂46・櫻坂46）
のファン、ファンだった⼈を対象にアンケートを調査を⾏った。

アンケートは、年齢,性別,ファンになったきっかけ,
好きな楽曲など20問程度の簡単な質問に回答するものである。

Googleフォームで作成

Twitter、InstagramなどのSNSで回答を呼びかけた。

704件（乃⽊坂46ファン：180⼈、欅坂46・櫻坂46ファン：
332⼈、⽇向坂46・けやき坂46ファン：192⼈）の回答が集

まった。



坂道グループファンの男⼥⽐

乃⽊坂46 欅坂46（櫻坂46） ⽇向坂46

→欅坂46のみ⼥性ファンの割合が男性ファンの割合を上回る結果となった。

■男性■⼥性■その他



乃⽊坂46ファンの年齢層

男性 ⼥性

→SNSで呼びかけたこともあり、30歳以上のファンは少ないことが分かった。
特に⼥性ファンは10〜20代の割合が90.7％となり、若い⼥性ファンが多くいることが分かった。
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欅坂46ファンの年齢層

乃⽊坂46と⽐較して、16〜18歳（⾼校⽣）の男性ファンが多い。
→思春期の若者が共感できる楽曲が多いからではないかと考える。
60歳以上の回答もあることから、欅坂46は幅広い世代の⼥性ファンから⽀持されていることが分かる。
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⽇向坂46ファンの年齢層

→乃⽊坂46、欅坂46と⽐較して、⾼い年齢層の男性ファンが多い。
30歳以上の⼥性ファンの回答がないことから、若い⼥性ファンが多くいることが分かった。
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あなたが思う乃⽊坂46の好きなところや魅⼒を教えてください。（⾃由記述）

テキストマイニングで⾒る坂道グループの⽐較

「可愛い」「清楚」などの容姿
に関するワードが多く挙がった。
→⼥性誌の専属モデルであるメ
ンバーは歴代で18名もいるなど、
乃⽊坂46は容姿端麗なメンバー
が多いことで知られる。
→露出が少ない⾐装を着ている
ため「清楚」なイメージがある
のではないかと考える。



あなたが思う欅坂46の好きなところや魅⼒を教えてください。（⾃由記述）

テキストマイニングで⾒る坂道グループの⽐較

「パフォーマンス」「楽曲」「世界
観」などのワードが多く挙がった。
→欅坂46は、「激しいダンスやアイ
ドルらしからぬ表情、パフォーマン
スに注⽬」と⾳楽番組などでも紹介
されることが多かった。
→「可愛い」よりも「かっこいい」
が⽬⽴っているのが⼤きな特徴であ
る。



あなたが思う⽇向坂46の好きなところや魅⼒を教えてください。（⾃由記述）

テキストマイニングで⾒る坂道グループの⽐較

「⾯⽩い」「バラエティ」といったワー
ドが多く挙がった。
→グループの冠番組である「⽇向坂出会
いましょう」のほか、多くのバラエティ
番組で活躍している彼⼥たちを⾒て「⾯
⽩い」と感じているファンがたくさんい
るのではないかと思う。



テキストマイニングで⾒る坂道グループの⽐較
（まとめ）

乃⽊坂46：メンバー同⼠の仲が良く、可愛くて清楚であるところが魅⼒

欅坂46：独⾃の世界観を持ちかっこいいパフォーマンスが魅⼒

⽇向坂46：可愛くて⾯⽩いメンバーのバラエティでの活躍が魅⼒

グループの魅⼒が被らず、上⼿くバランスを保ってそれぞれが活動でき
ている点が、坂道グループが成功できている⼤きな要因であると考える。



センター平⼿友梨奈の存在

１期⽣で最年少の平⼿友梨奈は、欅坂46のすべての楽曲でセンターを務めた。
→アンケート結果から、彼⼥には⼥性ファンが多いことが分かった。
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あなたが１番応援しているメンバー（推しメン）を１⼈教えてください。



CD売上数とYoutube再⽣回数は⽐例するのか？
（デビュー曲で⽐較）
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乃⽊坂46 欅坂46 ⽇向坂46 櫻坂46

デビューシングルの売上は⽇向坂46が１位と
なった。
→けやき坂46として活動していた期間が⻑くデ
ビュー前から知名度が⾼かったためだと考えら
れる。

Youtube再⽣回数は欅坂46が圧倒的に多い。
Youtubeの再⽣回数は１つのアカウントで１回し
かカウントされない。
→CDを購⼊しない（ファンではない）⼈が
Youtubeで多く再⽣したのだと考えられる。



サイレントマジョリティーはなぜ⽀持されたのか？

・「アイドルなのに笑わない」という新しさ
→欅坂46のイメージが世間に伝わる。

・歌詞
→ 「君は君らしく⽣きていく⾃由があるんだ」などの若者か
ら共感を得られるワードが多く出てくる。
→サビで同じ単語を繰り返す秋元康らしくない曲

・センターを⽬⽴たせるダンス
→サビの振り付けは「モーセの⼗戒」をモチーフにしている。

→今までアイドルに興味がなかった⼈もこの曲に惹かれるようになった。

https://www.youtube.com/watch?v=DeGkiItB9d8

権利保護に配慮し、
画像処理をしています

https://www.youtube.com/watch?v=DeGkiItB9d8


近年、「推し活」というワードが流⾏語⼤賞に
ノミネートされるなど、「推し」という⾔葉を
⽿にすることが多くなった。
ファンにとって推しとはどのような存在なのか、
アンケート結果をテキストマイニングしたとこ
ろ、左のようになった。

→「推し」は癒しであったり、⽣きる活⼒や⽣
きがいであったり、⾃分を⽀えてくれる⼤切な
存在であることが分かった。

「推し」とは何か
あなたにとって、「推し」とはどのような存在ですか？（⾃由記述）



⾐装の特徴（画像はデビュー曲のもの）

・ひざ丈のスカートであることが多く、全体的に露出が少ない。
・メンバーが横⼀列に並んだ時、スカート丈が⼀直線に揃うように制作されている。

(1) https://tower.jp/article/feature_item/2011/12/11/0724
(2) http://www.marquee-mag.com/blog/2016/04/marqueevol114-
blog4610p.html
(3) https://tsutaya.tsite.jp/feature/music/idol/hinatazaka46/hinatazaka46-1

乃⽊坂46(1) 欅坂46（2） ⽇向坂46（3）

権利保護に配慮し、
画像処理をしています

権利保護に配慮し、
画像処理をしています

権利保護に配慮し、
画像処理をしています

https://tower.jp/article/feature_item/2011/12/11/0724
http://www.marquee-mag.com/blog/2016/04/marqueevol114-blog4610p.html
https://tsutaya.tsite.jp/feature/music/idol/hinatazaka46/hinatazaka46-1


ファンに⼈気の楽曲と分析

乃⽊坂46ファンが選ぶ好きな楽曲TOP5

順位 タイトル

1 きっかけ

2 サヨナラの意味

3 シンクロニシティ

4 やさしさとは

5 インフルエンサー

・MVがない「きっかけ」と「やさしさ
とは」がTOP５に⼊ることは予想して
いなかった。
・「きっかけ」であったら、「決⼼の
きっかけは理屈ではなくていつだって
この胸の衝動から始まる」などの歌詞
に深い意味のある曲が多くランクイン
している。



順位 タイトル

1 避雷針

2 ⿊い⽺

3 エキセントリック

4 サイレントマジョリティー

5 アンビバレント

・Youtubeで「サイレントマジョリ
ティー」に次いで再⽣回数が多い「不協和
⾳」や「ガラスを割れ！」が⼊らなかった
のは予想外だった。
・５曲とも他のアイドルグループと⽐較し
て主旋律が低く、ラブソングではない点が
「欅坂らしい」と感じた。

ファンに⼈気の楽曲と分析

欅坂46ファンが選ぶ好きな楽曲TOP5



ファンに⼈気の楽曲と分析

順位 タイトル
1 ⻘春の⾺

2 JOYFUL LOVE

3 アザトカワイイ

4 ってか

5 キツネ

⽇向坂46ファンが選ぶ好きな楽曲TOP5

・１位の「⻘春の⾺」は、「君は絶対諦める
な」などのメッセージ性の強い歌詞に共感で
きる⼈が多いのではないかと考える。この曲
は、普段欅坂46（櫻坂46）の振り付けを担
当しているダンサーTAKAHIROが⼿掛けた。
・２〜５位にランクインした曲は、王道のア
イドルソングでありライブで盛り上がる曲と
なった。



櫻坂46に改名してからの新たな試み

・３⼈センター制
表題曲・カップリング曲でセンターが違うことで１⼈への負担を減らした。

・櫻エイト
シングル収録曲すべてに参加できる８⼈のメンバーのこと。
センターも櫻エイトも⼊れ替えがあるため、メンバーのモチベーションを保つことができる。

・14⼈選抜制
AKB48や乃⽊坂46のように「アンダー」制を導⼊しなかった。
「全員で作品を創る」という考えがあるからだと思う。

・⾐装
右の画像はデビュー曲「Nobodyʼｓfault」の⾐装
欅坂時代には制服をモチーフにした⾐装やクールな⾐装
が多かったが、⼥性らしさを前⾯に出した⾐装が多く
なった。

https://tsutaya.tsite.jp/news/music/41574057/

権利保護に配慮し、
画像処理をしています

https://tsutaya.tsite.jp/news/music/41574057/


最後に
・坂道３グループのファン層や、ファンが思う魅⼒などをアンケート調査で明らかにするこ
とができた。
・「推し」にははっきりとした定義がないためまだ分からないことも多いが、ファンにとっ
て「推し」はなくてはならない存在であると考える。
・⼈気の楽曲とMVの再⽣回数は必ずしも⽐例するわけではないことが分かった。

櫻坂46はデビューから１年ほどしか経過しておらず、Youtubeの再⽣回数も欅坂46時代の時ほ
ど勢いがない。王道アイドルの乃⽊坂、バラエティで活躍する⽇向坂に対し、欅坂はメッセー
ジ性のある楽曲や全⼒のパフォーマンスで勝負してきた。その思いは櫻坂になっても引き継が
れており、今は過去の⾃分たちが最⼤のライバルとなっている。センター交代制などの新たな
試みは良いことだと思うが、世間にインパクトを残せるような楽曲やメンバーの成⻑に期待し
たい。

これからの櫻坂46

https://www.nogizaka46.com/
https://www.keyakizaka46.com/s/k46o/?ima=0000
https://www.hinatazaka46.com/s/official/?ima=0000

https://sakurazaka46.com/s/s46/?ima=1235

https://www.nogizaka46.com/
https://www.keyakizaka46.com/s/k46o/?ima=0000
https://www.hinatazaka46.com/s/official/?ima=0000
https://sakurazaka46.com/s/s46/?ima=1235

