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第一章

はじめに

第一節 研究動機
私たちの周囲には、言語で表現されたものがあふれている。表現ゼミナールでは、教科書教材に加えて小
説の一節などさまざまな言語表現の分析に取り組んできた。
その中に歌詞の分析も含まれていたのだが、ある楽曲の、失恋した女性を「壊したい」と評する主人公に
出会った時に、私たちの脳裏に疑問が浮かんだ。私たちが普段聞く音楽にはそのような人物は登場しないか
らである。
この疑問が、時代における失恋ソングの表現特性を考えるという今回のテーマを生み出した。ここからは、
50 年の間に作られた歌詞を比較することで、流行する失恋ソングがどのように変化してきたか、またそれら
に普遍性はあるのかを明らかにしていきたい。

第二章 研究にあたって
第一節 研究方法
本節では研究方法について説明していく。私たちは 1970 年代から 2010 年代までの失恋ソングを音楽ラン
キングなどを参考に、各年代 20 曲ずつ計 100 曲を抽出した。歌詞の収集にはリリックスマスター
（http://www.kenichimaehashi.com/lyricsmaster/）を用い、歌ネット（https://www.uta-net.com/）に掲載され
ている歌詞を分析対象とした。そして選んだ 100 曲を叙述分析し、その後下記の 21 項目で分析した。
（タイト

ル、歌詞、歌手、歌手の性別、作詞、構成、主人公、主人公の人物造形、主人公の性別、主人公が振るのか
振られるのか、主人公の一人称、二人称、時間帯、場所、別れの場面の有無、未練があるか前向きか、英語
の有無、合いの手の有無、失恋のタイプ、過去回想の有無、語彙）そして、この 21 項目からタイトル、構成、
語彙、人物造形、失恋のタイプの 5 項目に着目し、それぞれ考察を行った。

第二節 研究対象
分析対象である 100 曲を以下に示す。
・1970 年代
1970
手紙
1971
さらば恋人
1971
よこはまたそがれ
1972
女のみち
1973
危険なふたり
1974
空港
1974
精霊流し
1974
旅愁
1975
シクラメンのかほり
1975
木綿のハンカチーフ
1975
22 才の別れ
1975
あの日にかえりたい
1975
今はもうだれも
1975
悲しいためいき
1977
わかれうた
1978
夢追い酒
1978
思い出は美しすぎて
1978
オリビアを聴きながら
1978
かもめが翔んだ日
1979
おもいで酒

由紀さおり
堺正章
五木ひろし
宮史郎とぴんからトリオ
沢田研二
テレサテン
グレープ
西崎みどり
布施明
太田裕美
風
荒井由実
アリス
キャンディーズ
中島みゆき
渥美二郎
八神純子
杏里
渡辺真知子
小林幸子

・1980 年代
1980
順子
1981
万里の河
1982
待つわ
1982
言葉にできない
1983
初恋
1983
瞳はダイアモンド

長渕剛
CHAGEandASKA
あみん
オフコース
村下孝蔵
松田聖子

1983
1984
1984
1986
1986
1986
1987
1987
1988
1989
1989
1989
1989
1989

悲しみがとまらない
つぐない
Woman“W の悲劇”より
LONELY BUTTERFLY
Missing
レイニーブルー
恋人と呼ばせて
～Let me call your sweet heart～
難破船
リフレインが叫んでる
シングルアゲイン
大きな玉ねぎの下で
～はるかなる想い～
淋しい熱帯魚
M
MIDNIGHT FLIGHT
−ひとりぼっちのクリスマス・イブ

・1990 年代
1990
さよならを待ってる
1990
会いたい
1990
恋しくて
1990
P.S I LOVE YOU
1990
真夏の果実
1990
夜にはぐれて
～Where Were You Last Night～
1992
最後の雨
1992
雨
1992
もう恋なんてしない
1994
シングルベッド
1995
Hello, Again～昔からある場所～
1996
あなたに逢いたくて～Missng You～
1997
One more time,One more chance
1997
サイレント・イヴ
1997
そばかす
1998
Time goes by
1998
楓
1999
あなたのキスを数えましょう
～You were mine～
1999
サヨナラバス
1999
First Love
・2000 年代
2000
サウタージ
2000
さよなら大好きな人
2001
桜坂
2001
miss you
2003
オレンジ
2003
えりあし
2004
青いベンチ
2004
瞳をとじて
2005
さくら
2005
ただ…逢いたくて
2005
プラネタリウム
2006
me me she

杏里
テレサ・テン
薬師丸ひろ子
レベッカ
久保田利伸
徳永英明
沢田知可子
中森明菜
松任谷由実
竹内まりや
爆風スランプ
wink
PRINCESSPRINCESS
浜田省吾

Dreams Come True
沢田知可子
BEGIN
Pink Sapphire
サザンオールスターズ
Wink
中西保志
森高千里
槇原敬之
シャ乱 Q
My Little Lover
松田聖子
山崎まさよし
辛島美登里
JUDY AND MARY
Every Little Thing
スピッツ
小柳ゆき
ゆず
宇多田ヒカル

ポルノグラフィティ
花＊花
福山雅治
コブクロ
SMAP
aiko
サスケ
平井堅
ケツメイシ
ＥＸＩＬＥ
大塚愛
RADWIMPS

2007
2007
2007
2008
2008
2008
2009
2009

しおり
もう君がいない
heavenly days
サヨナラから始めよう
春風
366 日
逢いたくていま
どうして君を好きになってしまったん
だろう

・2010 年代
2010
うたかた花火
2010
明日の歌
2010
会いたくて 会いたくて
2010
ノスタルジア
2011
側にいて
2011
今のキミを忘れない
2011
Love story
2012
愛の標識
2013
さよならメモリー
2013
みかんハート
2013
雨唄
2014
STATION
2014
BitterSweet
2015
君とゲレンデ
2015
Heartache
2015
夜空。feat.ハジ→
2015
君がくれた夏
2016
ハッピーエンド
2016
恋人ができたんだ
2016
君との夏

Aqua Times
FUNKY MONKEY BABYS
新垣結衣
GReeeeN
flumpool
ＨＹ
ＭＩＳＩＡ
東方神起

nagi(supercell)
aiko
西野カナ
いきものがかり
阿部真央
ナオト・インティライミ
安室奈美恵
クリープハイプ
７!
C＆K
GReeeeN
ケラケラ
嵐
SHISHAMO
ONE OK ROCK
miwa,ハジ
家入レオ
back number
My hair is bad
ケツメイシ

第三章

分析

第一節構成
第一節では各曲の構成とその時代における変化と普遍性を明らかにするために、次の4つの観点から分析を
行う。
・場面設定
・曲を通じた時間の経過
・曲を通じた主人公の心情の変化
・叙述分析
〈場面設定〉
分析にあたって、全曲の歌詞を場面設定がされているものとされていないものに分類した。すると以下の6
つの傾向がみられた。
・心理中心型
→場面を設定せず主人公の心理表現を中心として進行している。
・場面を設定した中で独白する型
→曲のある箇所で大まかな場面が設定され、その後はその場で心理表現が行われる。
・過去回想のみ場面が設定される型
→曲の中で過去回想が挿入され、その場面だけ場面が設定される。
・サビのみ心理中心型
→曲のサビの部分が場面が設定されない心理表現である。
・状況設定型
→場面が随時作られている。各場面で心理表現に加え行動や状況の描写がよく用いられている。
・どちらともいえる
→場面が設定される箇所とされない箇所が両方確認される。
これらの項目で全曲を分類した結果が以下である。

今回、分析対象とした曲の半数は、場面を設定せず主人公の心理表現を中心として進行する心理中心型だ
った。また、心理中心型の要素の強い、場面を設定した中で独白する型と過去回想のみ場面が設定される型
とも合わせると全体の 58%に及んだ。
ここから、失恋ソングでは語り手の心理表現を中心として曲が進行していく形が主流になっていることが
わかる。
また、各年代でも心理表現が中心となる曲が半数近く、またはそれ以上を占めていることが読み取れる。
しかし例外として 1970 年代があり、そこに限ると、状況設定型の該当数が多いこともわかった。

分類の結果をグラフに表すと以下のようになった。

水色の状況設定型の項目に注目すると、このように場面の設定がある曲は、今回 1970 年代の分析対象とし
た 20 曲の中では 11 曲に及んだが、2010 年代の 20 曲の中では 8 曲しかなかった。時代が進むと場所や場面
の設定が消えていく傾向をみることができた。
その他に時代が変化するとともに大きな変化を示している項目として、2000 年代と 2010 年代の「どちら
ともいえる」の項目をあげることができる。オレンジ色の「どちらでともいえる」の項目に注目すると、
「ど
ちらともいえる」とは心理中心型と状況設定型の要素を合わせ持ち、かつ、
「場面を設定した中で独白する型」
「過去回想のみ場面が設定される型」
「サビのみ心理中心型」のどれにも当てはまらない曲が分類される。2000
年代以降、
「どちらともいえる」に該当する曲が増えているということは、時代が進むにつれて、場面設定が
あるかどうかを判断することが難しい複雑な叙述や構成を持った曲が増えてきているという傾向を示してい
ると考えることができる。
以上のことから、場面設定がされているかどうかという観点から失恋ソングを分析することで、今回対象
とした失恋ソングの約半数は場面を設定せず、心理中心で描かれてること、時代が進むにつれ、心理中心で
描かれる傾向が強まっていること、心理表現と場面設定が入り混じる曲も 2000 年代以降増えていることが判
明した。
つまり、最近は場面を設定せずにひたすら語り手の心理を描いている曲と、多数のメロディーのパターン
を組み合わせながら、さまざまな叙述を混合させる曲が両方作られていると考えることができる。
〈曲を通じた時間の経過〉
次に全曲を時間の経過があるものとないものに分類した。
今回の分析では、以下の二つに該当する歌詞を、時間の経過があると判断することにする。
・歌詞から時間の経過が読み取れるもの
→状況の描写などから、語り手をとりまく時間が経過していることが読み取れる。
以下のようなものが該当する。
「サヨナラバス」 ゆず 1999年
サヨナラバスはもうすぐ君を迎えに来て
僕の知る事の出来ない明日へ 君を連れ去って行く
サヨナラバスよどうか来ないでくれないか やっぱり君が好きなんだ
（中略）
サヨナラバスは君を乗せて静かに走り
手を振る君が少しづつ 遠くへ行ってしまう
立ちつくす街並み一人ぼっちには慣れてるのに
どうして涙が止まらないんだろう…

・過去回想などで幅のある時間を描いているもの
→過去回想などが挿入されて、二つ以上の異なる時間のできごとが描かれている。
以下に例を記す。
「会いたい」 沢田知可子 1990年
ビルが見える教室で 二人は机並べて 同じ月日を過ごした
少しの英語とバスケット そして私はあなたと恋を覚えた
卒業しても私を子供扱いしたよね 「遠くへ行くなよ」と
半分笑って 半分真顔で抱き寄せた
低い雲を広げた冬の空 あなた夢のように死んでしまったの
今年も海へ行くって いっぱい映画も見るって 約束したじゃない
あなた 約束したじゃない 会いたい…

このように、時間の経過があるものとないものに分類した結果は以下の通りである。

まず、全曲の分類をみると、時間の経過がある曲とない曲の曲数に大きな差はないことがわかった。しか
し、2010 年代に入ると、時間の経過がない曲が作られやすい傾向がみられる。
ちなみに、曲中に挿入される過去回想に注目すると、曲の中に過去回想が挿入される曲は、1970 年代から
2000 年代までは一貫して増加傾向にある。ここから、同じように時間の経過がある曲としても、時代が進む
につれて、歌詞の中で時間が経過する曲よりも、過去回想を挿入することで、時間に幅を持たせる曲の方が
頻繁に作られているであろうことが推測できる。
また、2010 年代になると、過去回想が挿入される曲が減少することも、2010 年代に時間の経過のない曲の
割合が高い原因ではないろうか。

〈曲を通じた主人公の心情の変化〉
今回の分析対象は失恋ソングであるため、多くの場合、主人公は自分の恋に対して何らかの心理を抱いて
おり、それが曲の中で描写される。その描写される心理が歌詞を通して変化するかどうかで曲を分類した。
以下が、心理が変化する歌詞の一例である。
「女のみち」 宮史郎とぴんからトリオ 1972年
私がささげたその人に あなただけよとすがって泣いた
うぶな私がいけないの 二度としないわ 恋なんか これが女のみちならば
（中略）
暗い坂道一筋に 行けば心の灯がともる きっとつかむわ 幸せを
二度とあかりをけさないで これが女のみちならば

それぞれの曲を分類した結果は以下の通りである。

こちらは時間の経過とは違い、全曲を通して約八割が心情の変化がないと分類できる曲であった。
また、この傾向に時代による差はないといえそうである。
心情の変化がない歌詞は多くの場合、失恋の傷を負った語り手が最後までその傷を癒すことができないま
ま曲が終わってしまうというものである。
つまり、失恋ソングの目的は傷を負った人物が悲しみ、苦しむ様子を描き、聴き手に共感させることや、
その切ない気持ちを追体験させることではないだろうか。

〈叙述分析〉
最後に、叙述の内容から各曲の構成を分析し、時代ごとの特徴を捉えることを試みた。
分析の方法は、野浪正隆先生の「物語文の構成分析試案」
（www.osaka-kyoiku.ac.jp/~kokugo/nonami/ronbun/monogatari.html）を参考にする。
小説・物語文において主題と密接に関る要素は、主人公の心理である。心理に作用し、心理が作用する
要素は、主人公の行動と、主人公の心理を「内界」とした場合の「外界」である。（「外界」では、言
葉がこなれないので「状況」といいかえよう）この、「状況・心理・行動」という枠組みで、先の三要
素をとらえなおしてみる。背景＝状況（ただし、主人公・語り手以外の人物の心理・行動を含む）人物
＝心理・行動（ただし、主人公あるいは語り手の）事件＝状況×（心理・行動）新三要素の「状況」は、
「背景」と「主人公・語り手以外の人物の心理・行動」を含む。さらに風景や事物など、主人公・語り
手以外のものやことをすべて含む。「人物」は、主人公・語り手の心理・行動だけを含む。主人公・語
り手以外の人物は、「状況」に含まれる。つまり、新三要素では、主人公・語り手の「心理」を取り立
てることになる。「事件」は、「状況」と「心理」・「行動」との関係としてとらえることができる。
これらに、語り手の発言や内言を含む「談話」の項目を含めた「状況」「行動」「談話」「心理」の四要
素ですべての楽曲を分析した。
そのうえで、曲をサビとサビ以外の部分に分類した。なぜなら、歌詞における山場はサビにあり、それを
比較し分析することができればその特性がみえてくるのではないかと考えたからである。今回の分析では、
サビの部分を「S」と名付けることとした。
その後、サビ以外の部分も叙述の内容や時系列にそって場面にわけたうえで、それらを順に「A～E」と名付
けて、各曲に含まれる叙述や時間の種類を読み取れるように試みた。
一例として 2004 年にリリースされたサスケの「青いベンチ」を挙げる。

「青いベンチ」叙述分析した結果、このように分けることができた。
「青いベンチ」は A,B,C,D,S の要素を含
んでいるので、ABCDS 型と言うことにする。

同じように 100 曲を分類した結果が以下である。

この結果から時代が進むにつれて、含まれる叙述の種類が増え曲の構成が複雑化していることが読み取れ
る。これは、最近の曲であるほど、叙述内容や時系列などが異なる複数の場面で構成されていることを示し
ているといえる。この結果をグラフでみると以下のようになる。

赤色の AS 型が時代が進むにつれて減少しているのに対して、水色の ABCDS 型やオレンジ色の ABCDES 型が
増加していることからも、失恋ソングの構成が時代を進めるごとに複雑化していることがよみとることがで
きる。
以上のことから、時代が進むにつれて曲の構成が複雑化していることが分かる。また、1970 年代の歌詞の
字数平均が 244.8 字であるのに対して、2010 年代の字数平均は 488.5 字とほとんど二倍であり、時代が進む
につれて、歌詞が長くなる傾向があることも特徴の一つであるといえる。

構成分析まとめ
1970 年代には、状況設定型の曲が 20 曲中の 45％と他の年代より多く作られている。時間の経過を持つ曲
も 65％を示し、その中で回想が挿入されるものが 31％、語り手がいる地点の時間が進行しているものが 69％
を占める。ここから、1970 年代では歌詞から時間の経過が読み取れる歌詞がよく作られていることがわかる。
また、心情の変化を持つ曲は 25％と多くはないが、1980 年代や 1990 年代より 10～15％高い割合でみられ
る。つまり、この時代の失恋ソングは短い歌詞の中に、時間や心情の変化、そして場面表現まで含めた内容
になっているといえる。
しかし、1980 年代から 1990 年代にかけては、これまでとは異なり場面の設定がされず、時間の経過も持
たない曲が増える傾向がみられる。そして、この傾向は 1990 年代に頂点を迎えていくことになる。
その後 2000 年代に入ると、1990 年代までの流れが変化する。場面が設定されない曲の割合は 90 年代に比
べて 15％減り、時間の経過を持つ曲が 25％増えるようになる。
またこの時期は、場面設定がされる箇所とされない箇所が入り混じり、どの項目にも分類することが困難
な曲が 25％存在する。今までの時代と構成が異なる歌詞が作られ始めた変化の時期であるということができ
るだろう。
そして 2010 年代では、
2000 年代と比べて心理中心型の 10％増加、時間の経過がみられる歌詞の 30％減少、
心情の変化がみられる歌詞の 15％減少がみられた。ここから、2010 年代に入ると再び場面設定がされず、時
間や心情の変化のない曲の割合が増え始めていることがわかる。この時代に作られた曲は歌詞が長いのだが、
その内容は語り手の心理表現だけで作られており、時間も進まず心理の変化もない平坦なものが多い。これ
は、短い歌詞の中に、時間の経過、心理の変化、場面設定を含む 1970 年代の曲とは対照的であるといえるで
あろう。またそれに対して、2000 年代から増え始めた場面設定がされる箇所とされない箇所が入り混じる構
成は 2010 年代になっても 20 曲中の 25％を占めている。
心理表現だけで作るシンプルな歌詞と、今までの時代より更に複数の叙述の種類や時間軸を組み合わせた
複雑な歌詞の両方が作られていることがこの時代の特徴であるといえるのではないだろうか。

第二節タイトル分析
第二節では、それぞれの曲のタイトルに注目し分析を行うことにした。なぜなら、タイトルとして選ばれ
る言葉に時代による変化が現れるのではないかと考えたからである。
そして、タイトルに描かれている事柄に注目して分析をすると大きく 13 項目に分かれることが判明した。
・セリフ
→談話表現で描かれたタイトル。他者への呼びかけなどが含まれる。
（例） 「待つわ」 あみん 1982 年
「さよなら大好きな人」 花＊花 2000 年
・心理
→心理表現で描かれたタイトル。
（例） 「旅愁」 西崎みどり 1974 年
「会いたい」 沢田知可子 1990 年
・キーワード
→主に歌詞の中で重要な役目を担う言葉をタイトルにしたもの。
（例） 「瞳はダイアモンド」 松田聖子 1983 年
「レイニーブルー」 徳永英明 1986 年
・アイテム
→主に歌詞の中で重要な役目を担う事物をタイトルにしたもの。
（例） 「手紙」 由紀さおり 1970 年
「青いベンチ」 サスケ 2004 年
・象徴
→その言葉が持つ意味やアイテムの特性を用いて、自分の心情を象徴的に表したタイトル。
（例） 「しおり」 Aqua Times 2007年
「366 日」 HY 2008 年

・比喩
→登場人物、恋模様、周囲の状況などを比喩などを用いて表現したタイトル。
（例） 「難破船」 中森明菜 1987年
「淋しい熱帯魚」 wink 1989 年

・場所
→空間、場所の名称がタイトルになっているもの。
（例） 「空港」 テレサ・テン 1974年
「STATION」 ケラケラ 2014年
・状況
→人物を取り巻く状況を表したタイトル。
（例） 「雨」 森高千里 1992年
「オレンジ」 SMAP 2003年
・時間
→時間や特定の日時がタイトルになっているもの。
（例） 「heavenly days」 新垣結衣 2007年
「君との夏」 ケツメイシ 2016年
・行動
→人物の行動がタイトルになっているもの。
（例） 「オリビアを聴きながら」 杏里 1978年
「瞳をとじて」 平井堅 2004年
・状態
→人物の状態を表したタイトル。
（例） 「シングルアゲイン」 竹内まりや 1989年
「夜にはぐれて」 wink 1990年
・人名
→人の名前やイニシャルがタイトルにつけられているもの。
（例） 「順子」 長渕剛 1980年
「M」 PRINCESSPRINCESS 1989年
・映画
→タイアップされた映画のタイトルや登場人物名がタイトルにされているもの。
（例） 「Woman“Wの悲劇”より」 薬師丸ひろ子 1984年
「楓」 スピッツ 1998年
・その他
→以上のどの項目にも当てはまらないもの。
状態・時間、などの二つの要素が混合したものに加えて、行事、できごと、人物像、人物の関係性な
どを描いたタイトルも見られた。
タイトル分析の結果を以下に示す。

データを取った結果、
「心理」、
「セリフ」、「キーワード」、「アイテム」をタイトルとしている曲が全体の
57％を占める結果になりました。
「セリフ」をタイトルとする曲は 2000 年代を除くと、各年代 20 曲中 15％
から 20％を占めており、大きな変化がないため、比較的普遍性があることが分かった。また、「心理」をタ
イトルとする曲は 1970 年代、1980 年代はそれぞれ 20 曲中 5～10％にとどまるが、1990 年代、2000 年代はそ

れぞれ 20 曲中 25～30％を占め 1970 年代、1980 年代と比べると大幅に増加した。
前節の構成分析で、今回分析した 100 曲のうち約半数は「心理中心型」であると述べた。さらに、
「場面を
設定した中で独白する型」
、
「過去回想のみ場面が設定される型」、
「サビのみ心理中心型」など主人公の心理
描写を中心とした描かれ方の曲を加えると 20 曲中約 70％となる。つまり、失恋ソングにおける描写の多く
が主人公の心情であるといえる。そのため、主人公の心情を端的に表すことが出来る「セリフ」や「心理」
のタイトルが数多くつけられているのではないだろうか。
また、年代別のグラフが以下である。

このグラフを見ると分かるように、
「セリフ」は 2000 年代で 20 曲中 5％、「心理」は 2010 年代で 20 曲中
20％に減少している
これは主人公の心理を表す「象徴」というタイトルの新しい表現が出現したことに関係していると推測で
きる。このことから、近年の傾向として心情を直接的に表すタイトルではなく、自らの心情を他の言葉の意
味や特性によって象徴するタイトルが作られていると言える。例として 2007 年にリリースされた「しおり」
や 2008 年にリリースされた「366 日」があげられる。
また、
「キーワード」や「アイテム」に関しては、サビなど曲中にも繰り返し用いられることから、その曲
において重要な役割を担っているので、曲全体を端的に表現するタイトルとして各年代を通してよく用いら
れているが、近年は減少傾向にある。

タイトル分析まとめ
データを取った結果、「セリフ」、「心理」、「キーワード」、「アイテム」をタイトルとしている曲が
全体の57％を占める結果となった。「セリフ」をタイトルとする曲は2000年代を除くと、各年代20曲中15％
から20％を占めており、大きな変化がないため、比較的普遍性があるものだと分かった。また、「心理」を
タイトルとする曲は1970年代、1980年代はそれぞれ20曲中5～10％にとどまるが1990年代、2000年代はそれぞ
れ20曲中25～30％を占め1970年代、1980年代と比べると大幅に増加した。
前節の構成分析で、今回分析した100曲のうち約半数は「心理中心型」であると述べた。さらに、「場面を
設定した中で独白する型」、「過去回想のみ場面が設定される型」、「サビのみ心理中心型」など主人公の
心理描写を中心とした描かれ方の曲を加えると20曲中約70％となる。つまり、失恋ソングにおける描写の多
くが主人公の心情であるといえる。そのため、主人公の心情を端的に表すことが出来る「セリフ」や「心理」
のタイトルが数多くつけられていると考えられる。
しかし、「セリフ」は2000年代で20曲中5％、「心理」は2010年代で20曲中20％に減少している。これは主
人公の心理を表す「象徴」というタイトルの新しい表現が出現したことに関係していると推測する。このこ
とから、近年の傾向として心情を直接的に表すタイトルではなく、自らの心情を他の言葉の意味や特性によ
って象徴するタイトルが作られているといえるであろう。
「キーワード」や「アイテム」に関しては、サビなど曲中にも繰り返し用いられることから、その曲におい
て重要な役割を担っているので、曲全体を端的に表現するタイトルとして各年代を通してよく用いられてい
るが、近年は減少傾向にある。

第三節語彙
本節では歌詞を品詞ごとに分解し、どのような語が頻出するのか分析する。その手段として、野浪正隆研
究室ホームページに掲載されている語彙頻度表作成ソフト
（http://www.osaka-kyoiku.ac.jp/~kokugo/nonami/java/goihindo_all.html）およびKH coderというフリー
ソフトウェアを用いる。そして、両ソフトウェアによって分類された語彙のなかから、「名詞」「動詞」「形
容詞」の3つの品詞にカテゴライズされた語彙に焦点をあてて分析していく。
年代別に見ていく前に、まずは全体での集計結果を表でまとめたものを記す。

ここからみると、失恋ソングには悲愴感が漂う表現が多いことが分かる。そしてその悲愴感を「忘れ」た
いと思っている歌詞が多いことから、結果として失恋を引きずるのではなく、
「忘れ」て新たな恋に進む曲も
多くなるのではないか、と推測した。
・1970年代
1970年代は、「形容詞」において「美しい」という語が頻出している。全体の集計では、悲観的な語が多
かったことに比べると、「美しい」はその傾向にあてはまらない。だが、歌詞で見てみると〈「美しい」ひ
ととき〉や〈思い出は「美し」すぎて〉といった表現で使われている。つまり、別れた相手との日々に対し
て「美しい」という語を使っているのだ。それはある種、今自分が感じている日々の空しさを表現している
ともとれる。
また、時代を象徴する語として、「手紙」があげられる。
・1980年代
1980 年代は、
「名詞」において「愛」が頻出している。全年代の集計において「愛」は 52 語ある中で、そ
の中の 21 語が 1980 年代に集中している。それは、
〈君に「愛」を告げてきたけれども〉や〈ああ届かぬ「愛」
を〉というように相手への好意を表現することに使われており、1980 年代の特性としてあげられる
・1990 年代
1990 年代は、
「動詞」において、
「抱く」が頻出している。「抱く」という語においては〈いつでも私だけ
を「抱」きしめて〉や〈思いきり泣いてあなたに「抱」かれたいけど〉というように、自分自身の望みとし
て相手から抱擁を求める表現が多くみられた。これは、失恋をして相手から距離をおこうとする 1970 年代や
1980 年代とは違い、失恋をしたものの、まだ相手の存在を求める主人公を表現する曲が増えていることを表
している。
・2000 年代
2000 年代は、
「形容詞」において「愛しい」という語が特徴としてあげられる。
「愛しい」という語は、そ
の意味として、
「恋しくて慕わしい」
（デジタル大辞泉）であり、その表現方法としても、
〈「愛し」くて仕方
なかった〉や〈ただ「愛し」くて涙も枯れてキミの居ない世界をさまよう〉というように表現されている。
これは、全体の集計における推測とは違い、別れてしまった相手に対して、別れた今でも相手のことを愛し
く思っていることを表している。
また、時代を象徴する語として「携帯電話」があげられる。
「携帯電話」の「メモリー」を消すことで、相
手との関係を断ち切る様子が見受けられた。

・2010 年代
2010年代は、「名詞」において「笑顔」という語が頻出している。これこそ全体集計での語彙に見られた
悲愴感とはかけ離れたものである。表現としては、〈一番の「笑顔」見せてよ〉や〈「笑顔」で手を振った
反対ホームで〉というように、別れの場面で使われる。別れる時には、合意の上での別れでも、否でも、悲
愴感はある。それでも、「涙」を相手には流してほしくない上、「涙」を相手に見せたくないというところ
からこの「笑顔」は登場するのだ。相手のことや相手との思い出を「忘れ」られたから「笑顔」で別れられ
るのではなく、相手を「忘れ」るために「笑顔」で別れるのである。

語彙分析まとめ
直近50年間の失恋ソングにおいて、年代が新しくなるごとに語彙の総数が増加していった。それは、歌詞
の文字数自体が増加していったことが要因である。なかでも特に「動詞」の増加が著しいことがわかり、そ
れは「名詞」の羅列による歌詞の表現方法から、「動詞」を用いた口語的な歌詞の表現方法に変化していっ
たことが要因のひとつといえるのではないだろうか。
また、語彙の内容に目を向けてみると、どの時代でも失恋の代名詞といえる「涙」「泣く」「悲しい」な
どの表現が多く見受けられるが、対照的に「笑顔」「楽しい」「強い」などの前向きな表現も見受けられ、
中でも2000年代以降に多いことが特徴的であった。
その一方で、問題としていた「忘れる」という語に関しては〈誰を見つめても誰と過ごしても「忘れ」られ
る日など来るはずない〉や〈I love you叶わないものならばいっそ「忘れ」たいのに「忘れ」られない全て
が〉というように「忘れ」たいけど「忘れ」られない気持ちの表れとして使われていることがわかった。「涙」
や「泣く」、「悲しい」と同様、「忘れる」も悲愴感を漂わせる材料となっており、その点において年代を
貫く普遍性が見出された。

第四節失恋ソングにおける主人公の人物造形
本節では、それぞれの曲の主人公に焦点を当てて分析を行った。繰り返しになるが、失恋ソングの描写の
多くは主人公の心情である。このことから私たちは、主人公の人物造形が失恋ソングの表現特性に直結して
いるのではないかと考えた。
分析の過程で私たちは、主人公の人物像を9項目に分類した。
・別れを後悔している
→相手に対して未練があり、別れの事実や原因に後悔の念を抱いている人物。
・別れを諦めきれない
→別れなければならないことに疑問や不満を持つ人物。
・気持ちを捨てきれずにいる
→元恋人や片思いしている相手に対し気持ちを捨てなければならないことは理解しているにもかかわら
ず、思いを抑えきれずにいる人物。
・別れを悲しむ
→別れに対して悲しみの感情を吐露する人物。
・葛藤（現在）
→自身の気持ちを伝えたいが、伝えてしまうと今の環境が崩壊してしまいそうで、思い悩んでいる人物。
・葛藤（過去）
→自身の気持ちを伝えるべきだったのかどうかや過去の行動が正しかったのかどうかを思い悩む人物。
・前向き
→別れを受け入れ、次の恋に進もうとしている人物。
・諦めがついている
→相手を思う気持ちは未だに抱いているが、別れは受け入れている人物。
・相手の幸せを願う
→未練のあるなしに関わらず、相手の幸運を祈っている人物。

では、各年代の考察に移る。

女性の場合、
「諦めがついている」人物や、
「前向き」な人物が合計 60%である。残りの 40％を占める「別れ
を後悔している」
「別れを諦めきれない」
「別れを悲しむ」人物でも、別れなどの直後であるので時間の経過
とともに諦めがついていく歌詞が多く見られた。以下がその例である。
「木綿のハンカチーフ」 太田裕美 1975 年
あなた 最後のわがまま 贈りものをねだるわ ねえ
涙拭く 木綿のハンカチーフください

それに対して、男性の 80%は「別れを後悔している」
「別れを諦めきれない」
「別れを悲しむ」人物が占め、
ある程度時間が経過した後に別れを後悔しており、元恋人への未練を吐露している人物が多い歌詞があった。
以下はその一例である。
「危険なふたり」 沢田研二 1973 年
僕には出来ない まだ愛してる あゝあゝ それでも 愛しているのに
この結果から、失恋に対して時間の経過がもたらすものは、女性においては思いを断ち切る効果、男性に
おいては失恋に対する後悔であるといえる。

続いて、1980 年代である。男性の主人公の心理描写は 1970 年代と比較して大きな変化は見られないが、
女性は 1970 年代と比較すると、相手との別れを認められず前に進めない「別れを後悔している」「別れを諦
めきれない」
「気持ちを捨てられずにいる」人物が合計 71%と増加している。
また、恋人との明確な別れではなく、男女ともに恋人ではない相手に対して、好きという気持ちがあるこ
とは理解しているものの行動を起こすことができないという心の葛藤を描いた曲が出てきたのもこの年代の
特徴ではないでしょうか。その例が以下のようなものである。
「待つわ」 あみん 1982年
待つわ いつまでも待つわ 他の誰かに あなたがふられる日まで

相手との別れを認められず、想いを断ち切れない女性が 1980 年代からさらに増加している。
男性にはこれまでは後悔の気持ちや、諦められない気持ちが描かれていた曲が多かったが、別れを受け入
れ前向きな気持ちを描いた曲も出てきている。悲しみにくれる気持ちだけでなく、前向きな気持ちを描くこ
とで、失恋に悲しむ人たちを元気づける曲がでてきたのもこの時代の特徴ではないだろうか。その例を以下
に示す。
「もう恋なんてしない」 槇原敬之 1992年
答えは今度出会える 君の知らない誰かと 見つけてみせるから

男性の曲には、別れに対し諦めがついていて、相手の幸せを願う心情を歌った曲が数曲見られた。例えば
以下のようなものである。
「桜坂」 福山雅治 2001 年
君よずっと幸せに 風にそっと歌うよ 愛は今も愛のままで

しかし、大半は一つの恋愛に悲しみや後悔を抱いていて未練が大きくみられる曲である。この時代の頃
から従来の強くたくましい男性のイメージから弱く揺れ動く男性の心情に共感する世間の変化がみられるの
ではないだろうか。女性の曲も別れを悲しんだり、後悔したりする曲ばかりであった。一例を紹介する。
「366 日」 HY 2008 年
恐いくらい覚えているの あなたの匂いやしぐさや全てを おかしいでしょう？
そう言って笑ってよ 別れているのに あなたの事ばかり
この歌詞にあるように、好きな相手と別れた後の割り切れない気持ちを素直に描くことで、聴き手の共感を
得ているのではないだろうか。
最後に 2010 年代である。

2000 年代同様、男女共に強い未練が残る曲が多くみられた。一例を示す。
「ハッピーエンド」 back number 2016 年
今すぐに抱きしめて 私がいれば何もいらないと そう言って もう離さないで
なんてね 嘘だよ さよなら
また、別れを受け入れ、前向きな曲もあるが非常に少数であった。男女問わず、恋に破れた心の弱さを歌
うことで聴き手の共感を得ている。失恋を乗り越えた前向きな曲よりも、失恋に苦しむ姿が曲に投影されて
いるということが最近の失恋ソングの特徴ではないだろうか。

主人公の人物造形まとめ
全年代を通して、失恋ソングではいずれも振られる側に焦点を当てている曲が大多数を占める。別れに対
する悲しみや、心の葛藤を描くことで、聴き手に感情移入させる失恋ソングが一般に受け入れられている。
しかし、世間の恋愛観、特に失恋に対するイメージの変化と共に失恋ソングの主人公にも変化が現れた。女
性の主人公において1970年代では、別れを受け入れたり、後悔はするものの去っていく男性に対して諦めが
ついている曲が多く見られたが、時代が進むにつれて、だんだんと別れを受け入れられずに、嘆き悲しむ曲
が一般的となってきている。
また男性の主人公は、失恋といえば自らが去るものという認識が1970年代、1980年代には強く感じられ、
未練があったとしても相手の前では強くあろうとする男性の姿が描かれているのだが、1990年代以降は別れ
の悲しみを直接的に表現した弱く繊細な男性が主となる曲が台頭している。今日に失恋に対して前向きなメ
ッセージ性のある曲でなく、悲しい気持ちを前面に出し、相手との思い出を懐かしみ、気持ちを捨てられず
にいる曲の方が、世間に認知されているのは、現代の恋愛観が男女を通して気弱で、女性らしいものが主流
となっているからではないだろうか。

第五節失恋のタイプ
今回私たちは分析にあたって、失恋のタイプを12項目に分類し、以下のように定義した。
・残される
→相手が一方的に自分の下から去っていく。
・別れる
→合意の下で交際関係を絶つ。
・振られて立ち直る
→相手から一方的に別れを告げられるが、時間がたって前を向き始める。
・振られる
→相手から一方的に別れを告げられる。
・自ら去る
→二人の将来などを考えた上で、離れる選択をする。
・死別
→相手が亡くなる。
・別れて後悔する
→自ら別れを切り出し、時間がたった後にその選択を後悔する。
・振る
→自ら別れを切り出す。
・離別
→恋人関係にある二人が何らかの障壁を理由に別れる。
・浮気される
→相手に自分の他に好きな人ができる。
・叶わない恋
→二人の間に何らかの障壁があって恋が成立しない、または一方的に恋心を抱いている。
・自然消滅
→時間の経過に伴って、二人の間に恋愛感情がなくなる。
そして、全体の傾向の分析を行ったものをグラフ化したものが以下のものである。

「振られる」の項目に分類されるものが多く、全体の 37％を占める。 これは「振られる」という一般的
に理解されやすい失恋を主人公の心情を中心に描くことで、より多くの聴き手の共感を得ようとしているの
だと考えられる。

では、各年代の傾向分析に移る。

「振られる」に加えて、
「残される」という項目が多く 2 項目の合計で、全体の 60％を占めている。つま
り、主に受動的な失恋が描かれていることがわかる。歌詞の内容に注目すると、歌詞全体を通して失恋が暗
く悲しいものとして表される傾向にあり、また、置いていかれた側の悲嘆や執着心も比較的素直に描かれて
いた。1970 年に発売された「手紙」を例に挙げる。
「手紙」 由紀さおり 1970 年
涙で綴り終えた お別れの手紙 涙で綴り終えた お別れの手紙 涙で綴り終えた お別れの手紙

ここでは、別れの手紙を涙で綴り終えるという行動が三度の繰り返しを用いて描かれている。つまり、別
れを暗く悲しいものとして捉える主人公の姿が主人公の行動の描写を通して素直に表現されているといえる。
また、失恋は女性のものという考え方が主流であった。そもそも歌手の性別に注目すると全 20 曲中 14 曲
が女性の歌手であり、その他、男性が女性の主人公の曲を歌ったものを合わせると 18 曲あり、これは全体の
90％を占める。そこから 1970 年代では、一般的に恋愛において女性の立場が弱く、失恋は女性がするものだ
という考え方が主流であったことが分かる。

次に 1980 年代である。

1980 年代では、
「叶わない恋」の項目が全体の 30％と、最も多い。これは「振られる」の項目が全体の中
でもっとも多い他の年代と異なる点である。
1970 年代では交際関係にある男女の失恋のみが描かれていたが、1980 年代に入ると交際関係にはないもの
の、片方が一方的に恋心を抱いており、それが実らない様子も描かれるようになる。
また、以下のグラフを見ると、
「浮気される」の項目が 1980 年代、1990 年代に全体の 80％が集中しているこ
とが分かる。

しかし、
「浮気される」に分類される曲が増加した一方で、男性が浮気される曲はなく、ここでも失恋は女性
がするものであるという考え方が主流であったことがわかる。

続いて、1990 年代に移る。

「振られて立ち直る」の項目が全体の 15％と他の年代と比べて多くなっている。
ここまでの 20 年間では１曲のみであった「振られて立ち直る」に分類される曲が 90 年代では 3 曲登場し
ていることから、失恋を通して主人公が成長する様子までを描く曲が増加したことがわかる。ここで 1992
年に発売された「もう恋なんてしない」を例として考察していく。
「もう恋なんてしない」 槇原敬之 1992 年
もし君に 1 つだけ 強がりを言えるのなら
もう恋なんてしないなんて 言わないよ 絶対
ここでは、失恋した相手に対しての強がりだとしつつも、「もう恋なんてしないなんて言わないよ 絶対」
と、次の恋をほのめかす表現を曲の最終部分にもってきている。これによって、聞き手は今までの失恋ソン
グと比べて曲に対して明るいイメージを持ちやすくなるのではないだろうか。
また、以下のグラフを見ると分かるように、
「残される」の項目がここから減少していくことも 1990 年代
の特徴として挙げられる。

「残される」に分類される曲は 80 年代までに全体の 77％が集中しており、90 年代以降から急激に減少し
ていく。
「残される」に分類される曲は男性に振られる女性を描いたものが大半であり、それが減少傾向にあ
るということは、少しずつ男女が恋愛において平等な立場として描かれるようになってきていることが分か
る。

続いて、2000 年代の分析に移る。まず、大きな特徴として、
「振られる」の項目が全体の 50％を占める。
これまでの失恋ソングが直接的な描写が多かったのに対して、2000 年代になると直接的な描写よりも振ら
れる悲しみをどう描くかという描写の工夫に重点が置かれているものが増えている。その例として、1980 年
に発売された「順子」と 2004 年に発売された「瞳をとじて」の歌詞を比較して見ていく。
「順子」 長渕剛 1980 年
順子 君の名を呼べば僕はせつないよ やさしさはいつも僕の前でカラカラから回り
順子 君の名を呼べば僕はかなしいよ だから心のドアをノックしないで
「瞳をとじて」 平井堅 2004 年
朝目覚める度に 君の抜け殻が横にいる ぬくもりを感じた いつもの背中が冷たい
苦笑いをやめて 重いカーテンを開けよう 眩しすぎる朝日 僕と毎日の追いかけっこだ
1980 年代の「順子」のほうでは、せつない、悲しいなど、心情表現がそのまま描かれているので、聞き手
は主人公の心理をそのまま聴き取ることができる。
一方で、2000 年代の「瞳をとじて」では、相手がいないせつなさや悲しみを「君の抜け殻が横にいる」や
「僕と毎日の追いかけっこ」と独自性のある表現をしている。
このようなことから、
「振られる」の項目は全年代に共通して多く見られるものの、時代が下るとともに、
描写の工夫されてきていることがわかる。
また、2000 年代ではじめて「振る」側から描く失恋ソングが登場する。2007 年に発売された「heavenly days」
がそれにあたる。
「heavenly days」 新垣結衣 2007 年
ヘブンリーデイズ うまく笑えてたかな 最後のキスシーン
震える君の手も 握れなかった 涙さえ落ちなかった あぁ ひとりぼっちになり 今更溢れ出すよ
(中略)
もう二度と君を想う事はなくても あぁ 手を伸ばしてみても ここにはもう居ないよ
新しい光の下 歩き出すよ
これまでは振られる悲しみを主観的に描く曲が多かったが、失恋を振る側から描くことで、聴き手がより
客観的に失恋を捉えることが出来るようになってる。また、中略後の歌詞にもあるように、失恋後の比較的
明るい未来を感じさせるような描写があることは「振る」と「振られて立ち直る」の項目に共通する特徴だ

といえる。
最後に 2010 年代である。

ここでは、
「振られる」
、
「叶わない恋」
、
「離別」の項目の合計が全体の 70％を占めている。この 3 項目の
共通点として相手のことを一途に思い続ける主人公が描かれていれることが挙げられる。つまり、作詞者が
一途な恋愛を意図的に描こうとしているのではないかと推測される。
また、曲の中で女性らしい男性が描かれることもこの年代の特徴です。ここでは、2012 年に発売された「愛
の標識」を例に挙げてみてみる。
「愛の標識」 クリープハイプ 2012 年
しばらく考えて しばらくして泣いて しばらくして泣き止んだ 僕は鼻詰まり
これまでの失恋ソングに描かれてきた男性は比較的自らの心情を内に秘めている男性が多かったのに対して、
ここでは「しばらく考えて しばらくして泣いて」と失恋した男性が素直に自分の感情を出していることが
わかる。このように、2010 年代に入ると、これまでと比較して、感情を素直に言葉にする男性や、失恋の悲
しみを深く引きずる男性が描かれるようになりつつあることがわかる。
また、失恋のタイプとして新たに「自然消滅」が登場することもこの年代の特徴である。これまでのよう
に明確な別れの場面があるわけではなく、片方または双方の気持ちが徐々に離れ、結果的に別れるという新
しいタイプの失恋が登場しています。一例として 2016 年に発売された「恋人ができたんだ」が挙げられる。
「恋人ができたんだ」 My hair is bad 2016 年
別れると離れるは 似たようで違うみたいだ 僕らも二人と呼ばれてたね
ここでは、
「別れると離れるは 似たようで違うみたいだ」と、別れることと、自然消滅が異なることを示し
た上で、二人の別れの原因が自然消滅であったとしている。何らかの原因があって別れるほかの項目とは異
なり、失恋のあともお互いに、あるいは片方のみが相手に対する関心を持っているもしくは、後に持ち始め
るということが「自然消滅」の特徴だといえるのではないだろうか。

失恋のタイプまとめ
全年代を通して常に上位を占めているのは「振られる」である。場面や別れの原因を限定せず、別れの悲
しみを素直に、あるいは豊かに表現した失恋ソングがどの時代でも広く受け入れられてきたことが分かる。
また、1970年代から1980年代においては女性視点の「残される」に分類される失恋が主流であったが、1990
年代以降は、少しずつ別れが男女平等の立場で描かれるようになり、「残される」のような一方的な失恋の
描かれ方は減少していく。
また、1990年代までは失恋の悲しみを直接的に分かりやすく描くものが主流であったが、2000年代に入る
と描写の工夫に重点が置かれるようになってきている。

さらに、時代が進むにつれて新たな失恋のタイプが登場し、描かれる失恋のタイプが複雑化する傾向も見
られる。この流れの原因としては、通信媒体の変化や恋愛に対する人々の価値観の変化、社会の中の価値観
の変化などが考えられる。

第三章 おわりに
ここまで5つの観点から直近50年間に作られた失恋ソングを分析したうえで、それらがどのように変化して
きたか、またそこに普遍性はあるのかについて考えてきた。
その結果、失恋の描き方や描かれる人物像が時代によって変化してきていることが判明した。失恋の描き
方は、悲しみを直接的に表現するというものが一般的であったが、時代が進むにつれて直接的な表現を避け、
比喩などを用いて工夫された表現が多くいられるようになる。これは、歌詞のみに限らずタイトルにもみら
れる傾向であり、独自性のある表現を用いて失恋に対して抱いた感情を描くことが昨今の流行であると考え
られる。
描かれる人物像は、男性の場合、1970年代、1980年代は悲しみを胸のうちに秘めていたり、感情を直接的
に表すのは別れてから時間が経過してからの後悔のみだったりなど、どちらかというと弱さをみせない男性
であることが多かった。しかし、それ以降の失恋ソングでは女性的な考え方や行動をする男性（自分の弱さ
を隠さない男性）が増えてきていることがわかった。そして、女性の場合は、去っていく男性に対して諦め
がついている人物が描かれてきたが、時代が進むにつれて別れを受け入れられず悲しみを素直に表す女性が
よくみられるようになった。ここから、男女ともに、別れに対する潔い姿勢よりも悲しみを素直に表す人物
が描かれるようになってきたということが、失恋ソングに登場する人物の特徴だといえるのではないだろう
か。
また、歌詞に登場する語彙にも、時代による変化がみられることもわかった。これは時代の変化に歌詞が
呼応しているからだと考えられる。特に通信媒体は、手紙、固定電話、携帯電話と変化してきており、この
変化は別れの場面の描き方にも影響しているといえる。
これらの変化に対して、どの年代の失恋ソングにも共通してみられた特徴もある。まず、失恋ソングにお
ける描写の多くは主人公の心情を表したものであり、その心情は基本的に変化することはないということで
ある。また、主人公の心理やセリフがそのままタイトルに用いられる曲も全年代を通してよく見られる。こ
こから、失恋ソングにおいては時代に関係なく、主人公の心理描写に重点が置かれていることがわかるだろ
う。
そのほかにも、失恋のタイプに注目した場合、相手から一方的に別れを告げられる、「振られる」形が一
般的であり、どの時代でも多くみられることがわかった。また、失恋ソングで用いられる単語に注目すると
「涙」「忘れる」「人」などの言葉はどの年代でも頻出することが判明した。
このように、失恋ソングの表現には時代とともに変化してきたものと、変化しないものがみられる。この変
化は、社会や人々の価値観の変化に呼応している部分があるといえる。多くの人に身近な歌詞だからこそ、
それらの変化に敏感に反応しているのではないだろうか。
この先も、失恋ソングは社会や人々の需要に応じて新たな姿を見せ続けるだろう。

第四章

参考文献・使用ソフトウェア

野浪正隆「物語文の構成分析試案」
（www.osaka-kyoiku.ac.jp/~kokugo/nonami/ronbun/monogatari.html）
歌ネット
（https://www.uta-net.com/）
リリックスマスター（歌詞収集）
（http://www.kenichimaehashi.com/lyricsmaster/）
語彙頻度表作成ソフト（語彙の使用頻度調査）
（http://www.osaka-kyoiku.ac.jp/~kokugo/nonami/java/goihindo_all.html）
KHcoder（語彙の使用頻度結びつきの調査）
(http://khc.sourceforge.net/)

