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序章 研究動機・目的 

 

アイドルというのは、今も昔も様々な業界に存在し、人々に好まれて続けている。私も

その存在を音楽業界の中から見出し、中でも、近年さらに数を増やし続けている大所帯女

性アイドルグループに熱を注いでいる。彼女たちを見つけて以来今日まで、彼女たちの曲

をたくさん聞き、彼女たちがテレビ番組やコンサートなどで歌っている姿をたくさん見て

は、勇気や元気をもらって生きてきた。４８グループや坂道シリーズと呼ばれている彼女

たちだが、その曲のほとんどの作詞を総合プロデューサーである秋元康が手がけているこ

とは有名な話であろう。さまざまなグループがある中で、そのグループ一つ一つの A 面曲

に加え、B 面曲、アルバム曲、また個々のメンバーのソロ曲やユニット曲まで担当している

のだからその数は膨大なものだ。 

そこで私は今回、秋元はそれぞれのグループにどのような詞を手掛けているのか、そこ

に相違や類似は存在するのか、ということに多大な興味を持ち、その疑問を明らかにする

ため、秋元の歌詞における表現特性を研究するに至った。 



 4 

 

第一章 研究概要 

 第一節 研究対象 

  第一項 秋元康について 

 

 秋元康は、1958 年東京都出身の放送作家、音楽プロデューサー、作詞家、映画監督であ

る。高校二年生の時、受験勉強のさなかにラジオを聞きながら書いた、せんだみつおを主

人公とした『平家物語』のパロディが、当時のニッポン放送の社員と放送作家の目に留ま

ったことがきっかけで、大学入学と同時に放送作家として活動を始める。だがその後、数

年で放送作家の仕事に物足りなさと将来への不安を感じるようになり、PMP（後のフジパ

シフィックミュージック）を紹介されたことを機に作詞家としても活動を開始。1982 年か

らはさまざまなジャンルの作詞を手掛ける一方で、『ザ・ベストテン』、『オールナイトフジ』、

『夕やけニャンニャン』の構成を担当して高視聴率を挙げ、作詞家と放送作家の両方で知

名度を得るようになる。1985 年には、女性アイドルグループ「おニャン子クラブ」がデビ

ューし、その際にはメンバーのソロ曲の含めた全楽曲の作詞・プロデュースを担当。1988

年にはおニャン子クラブのメンバーだった高井麻巳子と結婚し、同時に渡米してニューヨ

ークに 1 年半ほど滞在した。帰国後は、美空ひばりの遺作となった『川の流れのように』

の作詞を担当し、これによって作詞家としての地位を不動のものにした。  

その後もさまざまな歌手の作詞を手掛ける中で、2005 年に『秋葉原 48 プロジェクト』

を発足し、東京・秋葉原で女性アイドルグループ「AKB48」を立ち上げ、総合プロデュー

サーに就任する。そこから、株式会社 AKS を設立し、AKB48 の運営・管理業務を行うよ

うになる。専用劇場で毎日公演を行う「会いに行けるアイドル」という新しいアイドルの

形を確立し、10th シングル「大声ダイヤモンド」以降徐々に一般の人気を上げ、2010 年以

降はシングル CD において 100 万枚を超える売り上げを記録するようになった。また、

AKB48 の運営と同時に姉妹グループや公式ライバルグループのプロデュースも手掛け、

2018 年現在では日本国内に 10 グループ、国外に 7 グループが存在し活動している。 

現在では 48 グループ以外に、2 次元アイドルや劇団、ガールズバンドのプロデュースに

加え、2020 年の東京オリンピック・パラリンピック組織委員会理事に参加するなど活動の

幅を広げ、活躍し続けている。 
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第二項 対象楽曲 

 

 秋元が作詞を手掛けている日本の女性アイドルグループ 9 グループ（AKB48、SKE48、

SDN48、NMB48、HKT48、NGT48、STU48、乃木坂 46、欅坂 46）の 2018 年 5 月 30

日までに発売されたメジャーデビューシングル CD の A 面曲 139 曲を対象とする。けやき

坂 46 はシングル CD を発売していないため、また、吉本坂 46 は当研究をはじめた 2018

年 5 月 30 日以降にデビューしたグループであるため、除外した。以下に今回の研究の対象

曲のタイトルと発売年月日を表記する。 

 

・AKB48 (53 曲) 

会いたかった 2006.10.25  上からマリコ 2011.12.7 

制服が邪魔をする 2007.1.31  GIVE ME FIVE！ 2012.2.15 

軽蔑していた愛情 2007.4.18  真夏の Sounds good! 2012.5.23 

BINGO！ 2007.7.18  ギンガムチェック 2012.8.29 

僕の太陽 2007.8.8  UZA 2012.10.31 

夕陽を見ているか？ 2007.10.31  永遠プレッシャー 2012.12.5 

ロマンス、イラネ 2008.1.23  So long！ 2013.2.20 

桜の花びらたち 2008.2.27  さよならクロール 2013.5.22 

Baby! Baby! Baby! 2008.6.13  恋するフォーチュンクッキー 2013.8.21 

大声ダイヤモンド 2008.10.22  ハート・エレキ 2013.10.30 

10 年桜 2009.3.4  鈴懸の木の道で「君の微笑み

を夢に見る」と言ってしまっ

たら僕たちの関係はどう変わ

ってしまうのか、僕なりに何

日か考えた上でのやや気恥ず

かしい結論のようなもの 

2013.12.11 

涙サプライズ！ 2009.6.24  前しか向かねえ 2014.2.26 

言い訳 Maybe 2009.8.26  ラブラドール・レトリバー 2014.5.21 

RIVER 2009.10.21  心のプラカード 2014.8.27 

桜の栞 2010.2.17  希望的リフレイン 2014.11.26 

ポニーテールとシュシュ 2010.5.26  Green Flash 2015.3.4 

ヘビーローテーション 2010.8.18  僕たちは戦わない 2015.5.20 

Beginner 2010.10.27  ハロウィン・ナイト 2015.9.16 

チャンスの順番 2010.12.8  唇に Be My Baby 2015.12.9 

桜の木になろう 2011.2.16  君はメロディー 2016.3.9 

Everyday、カチューシャ 2011.5.25  翼はいらない 2016.6.1 

フライングゲット 2011.8.24  LOVE TRIP 2016.8.31 

風は吹いている 2011.10.26  しあわせを分けなさい 2016.8.31 
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ハイテンション 2016.11.16 

シュートサイン 2017.3.15 

願いごとの持ち腐れ 2017.5.31 

＃好きなんだ 2017.8.30 

11月のアンクレット 2017.11.22 

ジャーバージャ 2018.3.14 

Teacher Teacher 2018.5.30 

 

・SKE48 (22 曲) 

強き者よ 2009.8.5 

青空片思い 2010.3.24 

ごめんね、SUMMER 2010.7.7 

１！２！３！４！ヨロシク！ 2010.11.17 

バンザイ Venus 2011.3.9 

パレオはエメラルド 2011.7.27 

オキドキ 2011.11.9 

片思い Finally 2012.1.25 

アイシテラブル！ 2012.5.16 

キスだって左利き 2012.9.19 

チョコの奴隷 2013.1.30 

美しい稲妻 2013.7.17 

賛成カワイイ！ 2013.11.20 

未来とは？ 2014.3.19 

不器用太陽 2014.7.30 

12 月のカンガルー 2014.12.10 

コケティッシュ渋滞中 2015.3.31 

前のめり 2015.8.12 

チキン LINE 2016.3.30 

金の愛、銀の愛 2016.8.17 

意外にマンゴー 2017.7.19 

無意識の色 2018.1.10 

 

・NMB48 (18 曲) 

絶滅黒髪尐女 2011.7.20  北川謙二 2012.11.7 

オーマイガー！ 2011.10.19  僕らのユリイカ 2013.6.19 

純情 U－19 2012.2.8  カモネギックス 2013.10.2 

ナギイチ 2012.5.9  高嶺の林檎 2014.3.26 

ヴァージニティー 2012.8.8  らしくない 2014.11.5 
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Don't look back！ 2015.5.31 

ドリアン尐年 2015.7.15 

Must be now 2015.10.7 

甘噛み姫 2016.4.27 

僕はいない 2016.8.3 

僕以外の誰か 2016.12.28 

ワロタピーポー 2017.12.27 

欲望者 2018.4.4 

 

・HKT48 (11 曲) 

スキ！スキ！スキップ！ 2013.3.20 

メロンジュース 2013.9.4 

桜、みんなで食べた 2014.3.12 

控えめ I love you！ 2014.9.24 

12 秒 2015.4.22 

しぇけらしか！ 2015.11.25 

74 億分の 1 の君へ 2016.4.13 

最高かよ 2016.9.7 

バグっていいじゃん 2017.2.15 

キスは待つしかないのでしょうか？ 2017.8.2 

早送りカレンダー 2018.5.2 

 

・NGT48 (３曲) 

青春時計 2017.4.12 

世界はどこまで青空なのか？ 2017.12.6 

春はどこから来るのか？ 2018.4.11 

 

・STU48 (１曲) 

暗闇 2018.1.31 

 

・SDN48 (５曲) 

GAGAGA 2010.10.24 

愛、チュセヨ 2011.4.6 

MIN・MIN・MIN 2011.8.17 

口説きながら麻布十番 duet with みのもんた 2011.12.28 

負け惜しみコングラチュレーション 2012.3.7 

 

・乃木坂 46 (20 曲) 

ぐるぐるカーテン 2012.2.22  おいでシャンプー 2012.5.2 
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走れ！Bicycle 2012.8.22 

制服のマネキン 2012.12.19 

君の名は希望 2013.3.13 

ガールズルール 2013.7.3 

バレッタ 2013.11.27 

気づいたら片想い 2014.4.2 

夏の Free&Easy 2014.7.9 

何度目の青空か？ 2014.10.8 

命は美しい 2015.3.18 

太陽ノック 2015.7.22 

今、話したい誰かがいる 2015.10.28 

ハルジオンが咲く頃 2016.3.23 

裸足で Summer 2016.7.27 

サヨナラの意味 2016.11.9 

インフルエンサー 2017.3.22 

逃げ水 2017.8.9 

いつかできるから今日できる 2017.10.11 

シンクロニシティ 2018.4.25 

 

・欅坂 46 (６曲) 

サイレントマジョリティー 2016.4.6 

世界には愛しかない 2016.8.10 

二人セゾン 2016.11.30 

不協和音 2017.4.5 

風に吹かれても 2017.10.25 

ガラスを割れ！ 2018.3.7 
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第二節 研究方法 

 

今回、秋元康の歌詞における表現特性を明らかにするにあたって、9 つの項目を用いて分

析を行うことにした。 

 

「ジャンル」 

 全曲を【恋愛】【意思】【応援】【卒業】【高揚】【その他】の 6 つに分類した。 

「人称」 

 曲中に出てくる人物の一人称と二人称を抽出した。 

「性別」 

 曲中において一人称にあたる人物を【女】【男】【不定】【不明】の４つに分類した。 

「年齢」 

 曲中において一人称にあたる人物のおおよその年齢を歌詞の中から推定し、【学生】【未

成年】【成人】【不明】の 4 項目に分類した。 

「情景」 

 「季節」 曲中の情景における季節を推定し、分類した。 

 「場所」 曲中の情景における場所を推定し、分類した。 

「色彩」 

 曲中で用いられている色彩表す言葉を抽出した。 

「タイトルの有無」 

 曲中に「タイトル」が登場するか否か、登場するならその回数を計算した。 

「心情の変化」 

 曲全体を通して、一人称にあたる人物の心情の変化を【前向き】【後ろ向き】【変化なし】

のどれにあたるか分類した。 

「アイテム」 

 曲中において、曲を象徴すると考えられる「アイテム」を抽出した。 

 

その各項目について Excel を使って表にまとめた。以下にその一部を示す。 

グループ名 タイトル 歌詞 発売日 ジャンル 一人称 二人称 性別 年齢 場所 季節 色彩 タイトルの有無 回数 心情 アイテム

AKB48 会いたかった 会いたかった 会いた 2006.10.25 恋愛 なし 君 不明 学生 道 春→夏 なし 有 19 前向き 自転車
AKB48 制服が邪魔をする AH～! 2007.1.31 恋愛 意思 私 あなた 女 女子高生 渋谷 不明 なし 有 4 前向き 学校
AKB48 軽蔑していた愛情 テレビのニュースが伝 2007.4.18 意思 私たち なし 女 学生 不明 不明 なし 有 3 後ろ向き テレビ
AKB48 BINGO！ (1!2!3!4!) 2007.7.18 恋愛 私 あなた 女 不明 不明 不明 なし 有 12 前向き
AKB48 僕の太陽 LALALALA LALALALA 2007.8.8 応援 僕 君 不定 不明 不明 不明 白、青 有 6 前向き
AKB48 夕陽を見ているか？ 今日がどんな一日だっ 2007.10.31 応援 僕ら 君 不定 不明 家路 不明 なし なし 0 前向き 花
AKB48 ロマンス、イラネ Ah 女の子は見つめ合 2008.1.23 恋愛 意思 私 あなた 女 不明 不明 不明 なし 有 4 変化なし
AKB48 桜の花びらたち 教室の窓辺には 2008.2.27 卒業 私、私たちなし 女 学生 教室 春 青 有 4 前向き 教室
AKB48 Baby! Baby! Baby! I love you! Baby! Baby! 2008.6.13 恋愛 僕 君 男 不明 不明 不明 なし 有 8 変化なし 砂浜  

この表を主に用いて対象全曲における各項目の割合や、その項目が含まれた曲数を出し、

その結果を参考にしながら考察を行う。 
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だが、「ジャンル」に関しては同項目に分類した中でも曲の内容にばらつきがあるものが

多かったため、その項目に関しては「ジャンル内分け」として細分類した。 

 【恋愛】 【片想い】【両想い】【結婚】【失恋】【離別】【その他】の 6 つに分類した。 

 【意思】 【意思】をもつ対象を明らかにした。 

 【応援】 【応援】の方法を明らかにした。 

 【卒業】 曲中の一人称と二人称の関係性を明らかにした。 

 【高揚】 【高揚】させる方法を明かにした。 

以下に表にまとめた一部を示す。 

グループ名 タイトル 歌詞 発売日 ジャンル ジャンル内分け1 ジャンル内分け2 ジャンル内分け3 ジャンル内分け4 ジャンル内分け5

AKB48 会いたかった 会いたかった 会いたかった
会いたかった Yes!
会いたかった 会いたかった
会いたかった Yes!
君に・・・

自転車全力でペダル
漕ぎながら坂を登る
風に膨らんでるシャツも
今はもどかしい

やっと気づいた 本当の気持ち
正直に行くんだ
たったひとつこの道を
走れ!

好きならば 好きだと言おう
誤魔化さず 素直になろう
好きならば 好きだと言おう
胸の内 さらけ出そうよ

会いたかった 会いたかった
会いたかった Yes!
会いたかった 会いたかった
会いたかった Yes!
君に・・・

どんどん溢れ出す汗も
拭わずに素顔のまま
木洩れ日のトンネル夏へ
続く近道さ

そんな上手に 話せなくても
ストレートでいい
自分らしい生き方で
走れ!

誰よりも 大切だから
振られても 後悔しない
誰よりも 大切だから
この気持ち 伝えたかった

好きならば 好きだと言おう
誤魔化さず 素直になろう
好きならば 好きだと言おう
胸の内 さらけ出そうよ

ラララララ ラララララララ
ラララララ ラララララララ
ラララララ ラララララララ
ラララララ ラララララララ

会いたかった 会いたかった
会いたかった Yes!
会いたかった 会いたかった
会いたかった Yes!
君に・・・

会いたかった!!2006.10.25 恋愛 片想い
AKB48 制服が邪魔をする AH～!
AH～!
AH～!
AH～!

なんで 渋谷は
夜になるのが こんなに早いの?
ちょっと 会っただけ
2人 普通に学校帰り
あっという間に
門限近くのゲーセン
だって 恋の初めは
いろいろあるから

あなたは ｢帰ろうよ｣ って
いい人ぶって言うけど
本音は違うでしょう?
ねえ どうするの?
制服が邪魔をする
もっと 自由に愛されたいの
どこかへ 連れて行って
知らない世界の向こう

制服が邪魔をする
もっと 自由に愛したいの
そういう目で見ないで
たかが 女子高生よ
誰か(誰か)
見てても
関係ないわよ
キスしなさい
AH～!
AH～!
AH～!
AH～!

通り過ぎてく
人は何かを言いたげだけど
どんな視線も
愛の本能 止められない
肩を抱いても
腰に手を回しても
2人 悪いことなんて
何もしてない

私はしがみついて
あなたを受け入れるの
気持ちが高ぶれば
そこは 成り行きね

制服を脱ぎ捨てて
もっと 不埒な遊びをしたいの
何をされてもいいわ
大人の愉しみ 知りたい

制服を脱ぎ捨てて
もっと 不埒な夢でもいいから
スリルを味わいたい
されど 女子高生よ
何か(何か)
あっても
どうにかなるわよ
ハグしなさい
AH～!
AH～!

制服が邪魔をする
もっと 自由に愛されたいの
どこかへ 連れて行って
知らない世界の向こう
制服が邪魔をする
もっと 自由に愛したいの
そういう目で見ないで
たかが 女子高生よ
誰か(誰か)
見てても
関係ないわよ
キスしなさい
AH～!
AH～!
AH～!
AH～!

関係ないわよ
関係ないわよ
関係ないわよ
キスしなさい

AH～!
AH～!
AH～!
AH～!

AH～!2007.1.31 恋愛＋意思 両想い 対年齢
AKB48 軽蔑していた愛情 テレビのニュースが伝える
匿名で守られた悲劇も
携帯のメールを打ちながら
絵文字のような日常

大人は訳知り顔して
動機を探しているけど
ピント外れたその分析は
笑えないギャグみたい

偏差値次第の階級で
未来が決められてる

もう頑張っても
どうしようもないこと
ずいぶん前に
気づいてただけ
私たち

軽蔑していた愛情
知らぬ間に求めている
孤独になんてなりたくない
抱きしめてほしかった
誰かに・・・

鳥になろうとした少女は
屋上に靴をちゃんと揃えて
マナーを誉めてほしかったのか
それとも当てつけなのか

いじめが "あった" とか"なかった" とか
今更 アンケートを取っても
聞いて欲しかった心の声は
風の中 届かない

責任転嫁のプロセスで
偉い人を泣かせる

まだ わかってない
愚かすぎる連鎖を・・・
指を差すのは
何もしなかった
この自分

軽蔑していた愛情
裏腹に飢えているの
不安に気づかぬふりしながら
やさしい目 探してた
いつでも・・・

軽蔑していた愛情
知らぬ間に求めている
孤独になんてなりたくない
抱きしめてほしかった
誰かに・・・

いつでも・・・2007.4.18 意思 対大人
AKB48 BINGO！ (1!2!3!4!)
wow wow wow
wow wow wow
wow wow wow

理由なんて何もない
紹介された瞬間
稲妻に打たれたの(fall in love)

理想のタイプだとか
ここに惹かれたなんて
思い出せないスピードで‥・

目と目が合うと
胸が高鳴る
心の奥で
思わず叫んでた(I' m loving you)

BINGO!BINGO !
あなたに巡り会えた(finally)
BINGO!BINGO !
生まれて初めて
ピンと来た(I'll take a chance)
BINGO !BINGO!
今日まで脇目ふらず
待っていてよかったわ
運命を味方に‥・(Love,Love me do!)

ここで起きた奇跡に
スキップしたいくらい
神様に感謝する(Thank you!)

偶然はいつだって
用意されたシナリオ
誰にも何も知らされずに‥・

あなたのことを
考える度
息をするのも
苦しくなってくる(crazy for you)

HIT! HIT!
ど真ん中に命中!(just met you)
HIT! HIT!
私のハートが
盗まれた(stole my heart)
HIT! HIT!
どこかで会えるような
予感くらいしてたけど
あなたはサプライズ(Oh my god!)

BINGO! BINGO !
あなたに巡り会えた(finally)
BINGO! BINGO!
生まれて初めて
ピンと来た(I'll take a chance)
BINGO! BINGO!
今日まで脇目ふらず
待っていてよかったわ

運命を味方に‥・(Love,Love me do!)

HIT! HIT!
ど真ん中に命中!(just met you)
HIT! HIT!
私のハートが
盗まれた(stole my heart)
HIT! HIT!
どこかで会えるような
予感くらいしてたけど
あなたはサプライズ(Oh my god!)2007.7.18 恋愛 片想い
AKB48 僕の太陽 LALALALA LALALALA
LALALALALA
LALALALALA LALA LALALALA
LALALA・・・

君は 今
僕の太陽

人差し指
空に向けて 捲きつけよう
白い雲と
もやもやした気持ち
悩んでいたって
仕方ないよ
行こう!明るく・・・

嫌なことの
ひとつくらい 誰にもある
下を向いて落ち込んでたって
だめさ
心のその空
晴れ渡るまで
上を向くんだ

君が
世界のどこかで泣きながら
孤独に震えていたって
必ず 僕が探す
愛しさが目印さ

太陽は何度も夢を見る
永遠に
あの地平線から
眩しい光はエネルギー
君は 今
僕の太陽

一人きりで
夜の闇に怯えないで
僕はいつも 君のそばに
いるよ
もし 世界中が
敵に回っても
僕は味方さ

だから
悲しいことなんて忘れて
何でもないように笑って
一人じゃないよ 君は・・・
夜明け待つ人がいる

太陽は何度も夢を見る
青空を
今 あきらめないで
時には 雨だって降るだろう
泣かないで
僕の太陽

太陽は何度も夢を見る
雨雲に
もし 覆われたって
待ってる誰かを思い出して
君だけが
僕の太陽
君だけが
僕の太陽

LALALALA LALALALA
LALALALALA
LALALALALA LALA LALALALA
LALALA・・・

負けないで
僕の太陽2007.8.8 応援 太陽に例えて
AKB48 夕陽を見ているか？ 今日がどんな一日だったかなんて
帰り道 考えるよね
悲しいことやつらいこともあるさ
楽しいことが勝ち越せばいい

家族や友達やまわりの人に
心配をかけたくなくて
無理に微笑み 嘘いくつかついて
君だけが抱え込むのはやめて・・・

季節の風の向き感じたり
足下の花に気づいたり
小さな出会いに
そう感謝できたら
僕らはしあわせになれるんだ

夕陽が沈む空を見ているか?
時間が過ぎる
その背中は美しいだろう?
Yes! それなりの今日が終わり
すべてリセットする夜が来るよ
家路を急ぐ君は一人きり
どうして 自分のことを誉めてあげないのか
ねえ ちゃんと見てあげようよ
君が君らしく生きてること

人間関係は面倒だけど
一人では生きて行けない
人は誰でも 弱い生き物だから
お互いに支え合っているんだ

時にはきつい言い方したり
誰かの足を踏んでしまったり
誤解されたり
いろいろとあったけど
いつも希望に満ちている

夕陽が沈む空を見ているか?
今を受け入れること
進むこと教えてくれる
失うことは何かを
いつか必ず手に入れられること
辺りは少しずつ暗くなり
夜を描く点線みたいな星たち
ねえ ちゃんと明日が来るまで
君は君らしく夢を見よう

夕陽が沈む空を見ているか?
時間が過ぎる
その背中は美しいだろう?
Yes! それなりの今日が終わり
すべてリセットする夜が来るよ
家路を急ぐ君は一人きり
どうして 自分のことを誉めてあげないのか
ねえ ちゃんと見てあげようよ
君が君らしく生きてること2007.10.31 応援 自分を褒めてあげよう
AKB48 ロマンス、イラネ Ah 女の子は見つめ合うだけで
So ドキドキする魔法にかかるの
Love それが恋と思い込めるのは
お馬鹿ですか?
それとも純粋すぎますか?

ハートまで金縛りに遭ったように
切なくて動けない
なぜ? されるがままなの?

そんなロマンス､イラネ
目を覚ますのよ
キスなんて ハヤイ
あせることはないわ
そんなロマンス､イラネ
NO!と言わなきゃ!
ホントの愛しさに
出会うまでは ダウト!
心で何度もつぶやく勇気とは・・・
イラネ!

Ah 親友さえ裏切れるくらい
Sad もう何もいえなくなってる
Cry 好きになると人が変わるのは
普通ですか?
それとも私だけですか?

偶然は 思うより少なくて
恋に似て非なるもの
なぜ? わかっているのに・・・

そんなあなたは イラネ
魔法を解いて!
成就なんて シナイ
夢を見てただけよ
そんなあなたは イラネ
流されないで
ホントの感情を
もっと思い出すわ
一人の寂しさを埋めてるだけだった
イラネ!

そんな
そんなロマンス､イラネ
目を覚ますのよ
キスなんて ハヤイ
あせることはないわ
そんなロマンス､イラネ
NO!と言わなきゃ!
ホントの愛しさに
出会うまでは ダウト!
心で何度もつぶやく勇気とは・・・
イラネ!

イラネ!

イラネ!2008.1.23 恋愛＋意思 その他 対自分の恋愛観
AKB48 桜の花びらたち 教室の窓辺には
うららかな陽だまり
あと僅かの春のカレンダー

授業中 見渡せば
同じ制服着た
仲間たちが
大人に見える

それぞれの未来へと
旅立って行くんだね
その背中に
夢の翼が
生えてる

桜の花びらたちが咲く頃
どこかで 希望の鐘が鳴り響く
私たちに明日の自由と
勇気をくれるわ
桜の花びらたちが咲く頃
どこかで 誰かがきっと祈ってる
新しい世界のドアを 自分のその手で開くこと

喧嘩して 電話して
泣いたこと あったね
悩んだ日が
なぜか 懐かしい

喜びも悲しみも
振り向けば 道のり
どんな時も
一人じゃなかった

卒業写真の中
私は微笑んで
過ぎる季節
見送りたい
サヨナラ

涙の花びらたちがはらはら
この頬を流れ落ちて歩き出す
青い空を見上げ 大きく
深呼吸しながら
涙の花びらたちがはらはら
思い出のその分だけ 美しく
目の前の大人の階段 一緒に登って手を振ろう

桜の花びらたちが咲く頃
どこかで 希望の鐘が鳴り響く
私たちに明日の自由と
勇気をくれるわ
桜の花びらたちが咲く頃
どこかで 誰かがきっと祈ってる
新しい世界のドアを 自分のその手で開くこと

涙の花びらたちがはらはら
この頬を流れ落ちて歩き出す
青い空を見上げ 大きく
深呼吸しながら
涙の花びらたちがはらはら
思い出のその分だけ 美しく
目の前の大人の階段 一緒に登って手を振ろう2008.2.27 卒業 生徒→友人
AKB48 Baby! Baby! Baby! I love you! Baby! Baby! Baby!
振り向いてくれ 誰かに向けてるその視線
僕のノックにも気づいて 愛しさの答えが欲しい
I love you! Baby! Baby! Baby!!
微笑んでくれ 僕を虜にした唇
君を独占させてよ せめて 夢の中で

キスの前で目が覚めた その先はお預けさ
いつも同じイイトコで 僕だけ一人取り残される

恋はあと少しで届きそうなのに
逃げてしまうから 追いかけたくなるんだ

I love you! Baby! Baby! Baby!
僕のアイドル きらきら眩しい存在さ
君と出会えた奇跡に 生きているその意味知った
I love you! Baby! Baby! Baby!
抱きしめたいよ 真夏の陽射しを浴びながら
まるで 恋人みたいに・・・いつか 夢の中で

誰もいない砂浜で 僕たちは見つめ合う
寄せる波は胸騒ぎ 永遠の長さを教えてくれる

恋はそばにいても 手には入らない
僕だけの秘密 言葉にできる日まで

Hard to say・・・Baby! Baby! Baby!
勇気が欲しい 僕から声は掛けられない
もしも天使がいるなら その弓でハートを狙え
Hard to say・・・Baby! Baby! Baby!
囁きたいよ どこかの木陰で寝そべって
まるでコマーシャルみたいに 絶対 夢以外で

I love you! Baby! Baby! Baby!
振り向いてくれ 誰かに向けてるその視線
僕のノックにも気づいて 愛しさの答えが欲しい
I love you! Baby! Baby! Baby!!
微笑んでくれ 僕を虜にした唇
君を独占させてよ せめて 夢の中で2008.6.13 恋愛 片想い  

 

さらに、テキスト型データを統計的に分析できるフリーソフトウェア KH Coder 

(http://khcoder.net/)を使って、歌詞を品詞ごとに分解し、頻出する語句の種類やどのよう

な語と語が関連しあっているのかについても調べた。 

以下に秋元が対象全曲の中で「AKB48」に手掛けた曲 53 曲の分析例を示す。 

 

・頻出語句 (上位 10 語) 

抽出語 出現回数
WOW 81
今 68
好き 61
Teacher 57
夢 52
見る 48
恋 40
I 33
Uza 33  

http://khcoder.net/


 11 

 

・共起ネットワーク (歌詞中の語同士のつながりが図で表され、その出現率が高いもの

ほど円が大きく表示される)) 

 

 これらの結果も項目ごとの分析に加えて活用し、さらに深く考察を行っていく。 
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第三節 予想される結論 

 

 秋元康が現代の女性アイドルグループに手掛ける詞には、正直私には似たようなものが

多いように聞こえる。若い男女の恋愛をテーマにした曲で、出会った場所や季節の描写か

ら始まり、恋に落ちて、告白するか否かと葛藤するという内容が定番化され、歌唱メンバ

ーや歌唱グループを変えるというだけで別の曲に聞こえるようにしているのではないかと

さえ思う。彼女たちを応援するファンはどちらかというと視覚優位だと私は思うので別の

曲として捉えることは難しくはないだろうが、詞だけを見るとすれば、似たような歌詞の

量産ではつまらないし、秋元の評価も善とはつけがたい。序章 研究動機・目的 でも述

べたように、私は秋元がプロデュースするアイドルグループのファンの一人である。その

ため、量産型のものが多い予想するも、そうではないことを願いたい。 

一方で秋元は、強い意志を持った詞を手掛ける印象もある。キラキラした笑顔を届ける

アイドル達がその特徴を隠してまで歌う曲には、世の中を風刺するような内容のものが多

いように感じる。秋元が彼女たちに託したいメッセージが色濃く見られるのではないかと

思うので、意思をもつに関しては深く分析していきたい。 

また、私はアイドルには時代の最先端を走っているというイメージがあるため、詞にも

時代を反映させたものや時代に対する思いが見受けられるのではないかと思う。AKB48 が

デビューをしてから、早 12 年という時が経過しているので、その変化も感じられるのでは

ないかと考える。 

 そして、これらの曲全体を通して共通していることは、曲を聞くだけでその情景や様子

などが映像のように色鮮やかに想像できることだと私は思う。そのため、詞を飾るシチュ

エーションや色彩の描写においては事細かに記されているのではないかと考える。また、

これは個人的な作業であり今回の研究とは関係ないが、その調べたシチュエーションや色

彩の描写をミュージックビデオと照らし合わせて、詞と映像の関連性を見たい。 
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第二章 作品の分析結果・考察 

第一節 対象全曲について 

 

 第一章第二節 で述べた研究方法で、対象全曲の分析結果を出す。 

〇各項目の分析結果 

「ジャンル」 

 全曲を【恋愛】【意思】【応援】【卒業】【高揚】【その他】の 6 つに分類した。 

 

【恋愛】 恋愛をテーマにした詞 

(例) 『パレオはエメラルド』 (SKE48／2011.7.27) 

   パレオはエメラルド 

腰に巻いた夏 

海の色を映してる 

パレオはエメラルド 

潮風の中で 

大人になった尐女よ 

昨日 (昨日) までと (までと) 

どこか (どこか) 違うね 

僕は君に恋をしてしまった 

 

【意思】 何かに対して意志を訴える詞 

(例) 『不協和音』 (欅坂 46／2017.4.5) 

   僕は Yes と言わない 

首を縦に振らない 

まわりの誰もが頷いたとしても 

僕は Yes と言わない 

絶対 沈黙しない 

最後の最後まで抵抗し続ける 

 

【応援】 聞き手を応援する詞 

(例) 『Don't look back!』 (NMB48／2015.5.31) 

   振り向くな! 

昨日より前に出ろ! 

(前に出ろ!) 

後ろには夢はない 

Don't look back! 

Go ahead! 
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【卒業】 卒業をテーマにした詞 

(例) 『桜の花びらたち』 (AKB48／2008.2.27) 

   桜の花びらたちが咲く頃 

どこかで 希望の鐘が鳴り響く 

私たちに明日の自由と 

勇気をくれるわ 

桜の花びらたちが咲く頃 

どこかで 誰かがきっと祈ってる 

新しい世界のドアを 自分のその手で開くこと 

 

【高揚】 聞き手の気分が高揚するような詞 

(例) 『ハイテンション』 (AKB48／2016.11.16) 

   テンション ション ション ション ション テンション マックス! 

ヒートアップ アップ アップ アップ アップ 

ヒートアップして行こう! 

間違い英語 関係ねえ 

不安・緊張もアゲアゲで 

 

【その他】 【友情】【別離】【誕生日】が含まれている。 

 (例) 【友情】 

    『ガールズルール』 (乃木坂 46／2013.7.3) 

    ガールズトーク 

女の子同士は 

嫌なとこまで 

見せ合って 

楽な関係になる 

 

２つ以上の項目に当てはまるもの、例えば【恋愛】と【意思】の両方に当てはまる詞の

場合、票としては【恋愛】と【意思】の両方に加えて計算した。 
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以下に、その分類結果の割合をグラフで示す。 

 

予想していた通り、【恋愛】に分類した詞が全体の 63％と最も多くの割合を占めた。その

あとに【意思】に分類した詞【応援】に分類した詞と続いたのだが、それら２項目に関し

てはほぼ同割合という結果が出た。 
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〈人称〉 

 曲中に出てくる人物の「一人称」と「二人称」を抽出し、全曲におけるその割合をグラ

フで表した。まずは、「一人称」のグラフを示す。 

 

 すると、女性アイドルグループであるにも関わらず、【私】や【私たち】といった女性的

な一人称が 16%であるのに対し【僕】や【俺】を含む男性的な一人称が 59％と、男性的な

一人称のほうがかなり多くの割合を占めていることがわかる。また、【なし】の項目も尐な

くはなく、特定の人物を描写しない詞が全体の 15％存在することがわかった。 

一方で、二人称のグラフは、 

 

以上のように示すことができ、最も多くの割合を占めるのは、【君】で過半数以上の 54％で

あった。続いて多いのは【なし】の 19％であり、これもまた一人称と同様に特定の人物を

描写しない詞がおおよそ 5 曲に 1 曲存在することがわかった。 
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〈性別〉                         

 曲中において一人称にあたる人物を【女】【男】【不定】【不明】の４つに分類した。 

 

 【不定】 一人称が表記されているが、性別がどちらとも判断できないもの。 

 (例) 『世界はどこまで青空なのか？』 (NGT48／2017.12.6) 

    晴れていて欲しい 澄み切って欲しい 

悲しみは風に流されて… 

何もない空を 美しい空を 

青空を僕は信じる 

 

 【不明】 一人称が表記されておらず、性別がどちらとも判断できないもの。 

 

 また、男女のデュエット曲があり、それに関しては【両方】という項目にいれたのだが

一曲のみであったため、今回は加算しなかった。 

以下に、分類結果の割合をグラフで示す 

 

 すると、最も多く割合を占めるのは【男】目線の詞であることが分かった。その割合は、

【女】目線の詞が 22％であるのに対し、46％と差は倍以上になる。これは「人称」の項目

で【僕】や【俺】を含む男性的な人称が 59％を占めていたことに関係すると考えられるの

だが、それにしては割合が釣り合わないことが見て分かるであろう。一方で、「性別」の項

目の【女】目線の割合を見ると、【私】を含む女性的な人称の割合とほぼ同数の結果が出て

いる。そのため、【僕】や【俺】を含む男性的な人称に比べて、【男】目線の詞が尐ないわ

けは、【不定】に分類した詞の多くに男性的な人称が使われているということが考えられる。

はたして、その効果とは何なのか。以下に、「一人称」は男性的だが「性別」は【不定】に

分類した詞をいくつか挙げ、その共通点を探す。 
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 「一人称」－【僕たち】、「性別」－【不定】 

  『僕たちは戦わない』 (AKB48／2015.5.20) 

  僕たちは戦わない 

明日を信じてる 

絶望の雲の下 

切れ間に青空 探せ! 

君が思うより 

人間はやさしい 

何もあきらめるな 

 

 「一人称」－【僕】、「性別」－【不定】 

  『高嶺の林檎』 (NMB48／2014.3.26) 

  僕は無理をする 

妥協はしない 

冷ややかな目で 

見られたって･･･ 

僕は無理をする 

すべてを懸けて 

平均点はいらない 

高嶺の林檎よ 

 

 「一人称」－【俺たち】、「性別」－【不定】 

  『ガラスを割れ！』 (欅坂 46／2018.3.7) 

  Rock you! 

抑圧のガラスを割れ! 

怒り込めた拳で Oh!Oh! 

風通しをよくしたいんだ 

俺たちはもう犬じゃない 叫べ! 

(OH OH OH OH OH…) 

偉い奴らに怯むなよ! 

闘うなら孤独になれ 

群れてるだけじゃ始まらないよ 
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また、比較材料として、例に挙げた３曲の詞を「一人称」を女性的に変えたものを示す。 

 

  <私たち>は戦わない 

明日を信じてる 

絶望の雲の下 

切れ間に青空 探せ! 

君が思うより 

人間はやさしい 

何もあきらめるな 

 

  <私>は無理をする 

妥協はしない 

冷ややかな目で 

見られたって･･･ 

僕は無理をする 

すべてを懸けて 

平均点はいらない 

高嶺の林檎よ 

 

  Rock you! 

抑圧のガラスを割れ! 

怒り込めた拳で Oh!Oh! 

風通しをよくしたいんだ 

<私たち>はもう犬じゃない 叫べ! 

(OH OH OH OH OH…) 

偉い奴らに怯むなよ! 

闘うなら孤独になれ 

群れてるだけじゃ始まらないよ 

 

 すると、どうであろうか。男性的な一人称のほうが女性的な一人称より、詞に力強さや

勇ましさを感じないだろうか。 
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 また、例に挙げた３曲は３曲とも、先述した「ジャンル」の項目において【意思】に分

類した詞であった。 

 

それは偶然ではなく、以上のグラフのように、【意思】に分類した詞のうち、57％が【僕】

や【俺】を含む男性的な一人称を使っているため起こったことであり、【意思】をはっきり、

きっぱり示すために力強さを彷彿とさせる男性的な一人称を使うことは、容易に納得でき

るであろう。さらにそれらの詞の「性別」を定かにしないことによって、男性女生問わな

い万人の【意思】となり、万人に共感してもらえる詞として世間に馴染みやすくなること

も想像がつく。 
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〈年齢〉 

 曲中において一人称にあたる人物のおおよその年齢を歌詞の中から推定し、【学生】【未

成年】【成人】【不明】の 4 項目に分類した。 

 

【学生】 【学生】が描写されているもの。【女子高生】や具体的な年齢が示されていた

ものも含む。 

(例) 『青空片想い』 (SKE48／2010.3.24) 

制服の君が 今 春の風に髪揺らし 

いつもの坂道を 一人で走って来る 

偶然を装ったすれ違いの一瞬に 

切なくときめいて心臓が止まりそうだよ 

 

【未成年】 【学生】であるかは定かではないが【成人】でないとわかるもの。 

(例) 『世界には愛しかない』 (欅坂 46／2016.8.10) 

   最後に大人に逆らったのはいつだろう? 

あきらめること強要されたあの日だったか・・・ 

 

 【成人】 【未成年】でないとわかるもの。 

 (例) 『負け惜しみコングラチュレーション』 (SDN48／2012.3.7) 

    2 人は若さに 

傷つき癒され 

尐しずつ 大人になった 

 

君が結婚するって聞いた 

世界のどんなニュースより驚いたよ 

ああ 今も大事な人よ 

僕が悔しくなるほど 

しあわせになれ! 



 22 

 

 以下に、その分類結果の割合をグラフで示す。 

 

 すると、【不明】を除く 3 項目の中で最も多くの割合を占めていたのは 23％の【学生】を

描写した詞であることがわかった。また、【学生】を描写した詞は、わりかしどのグループ

の曲にも存在するのだが、 

 

その 41％がデビューして１年目の間にリリースした曲であることもわかった。その理由と

しては、シングル A 面を歌唱する選抜メンバーと呼ばれるメンバーの年齢に合わせて、曲

に登場する年齢の描写を変えていっていることが挙げられるだろう。デビュー当時はどの

グループも 10 代のメンバーが中心であり、そのあとも新しい 10 代のメンバーが入ってく

ることはあるのだが、選抜メンバーというものはすぐに入れ替わるものでなく数年にわた

って前線で活動するため、【学生】を描写した曲がデビューから月日が経つにつれて減るの

であると考えられる。 
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 (例) 『会いたかった』 (AKB48／2006.10.25)  

    自転車全力でペダル 

漕ぎながら坂を登る 

風に膨らんでるシャツも 

今はもどかしい 

 

  ※AKB48 メジャーデビューシングル 選抜メンバー内平均年齢 16.4 歳 

 

 

 (例) 『ぐるぐるカーテン』 (乃木坂 46／2012.2.22) 

    カーテンの中 

太陽と 

彼女と私 

ぐるぐる包まれた 

プライバシー 

何を話してるのか? 

教えないよ 

 

  ※乃木坂 46 デビューシングル 選抜メンバー内平均年齢 16.6 歳 

 

 

 (例) 『青春時計』 (NGT48／2017.4.12) 

    春の制服 スカート揺らし 

ガードレールをぴょんと跳んで 

君は全力走って行くよ 

風は後から追いかけて行くよ 

 

  ※NGT48 デビューシングル 選抜メンバー内平均年齢 18.4 歳 
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〈情景〉 

 「情景」は「季節」と「場所」の 2 観点で分類した。まずは、「季節」の割合を示したグ

ラフから見ていく。「季節」は具体的な月が示されている詞もあったのだが、【春】【夏】【秋】

【冬】【不明】の 5 項目にまとめた。 

 

 最も多くの割合を占めているのは 62％で【不明】の項目で、「季節」を描写していない詞

であることがわかった。第三節 予想される結論 でも述べたように聞き手が映像で思い

浮かべられるほど色鮮やかな詞を書くイメージのある秋元であったが、具体的な「季節」

は描写しないことが多いようだ。 

また、【不明】を除く四季のみでみると、圧倒的に【夏】を描写した詞が多いのがわかる。

その数は、「季節」の描写がある曲の中だと過半数以上の 52％を占めている。その中でも、

【夏】を描写した詞 28 曲中の 24 曲が【恋愛】に分類した詞であり、内 16 曲が【片想い】

の詞であった。これは【春】に【片想い】をする、またはしている描写がある詞が 7 曲で

あるのに対して倍以上数である。ゆえに秋元康は、【恋愛】が始まる「季節」に【夏】を選

び、作詞をしていることがわかった。 
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 一方で、「場所」の描写については、 

 

「季節」の描写が全体の 62％の割合で描写されていなかったのに対し、全体の 63％が【あ

り】という結果が出た。「季節」はいつであれ、「場所」の描写がある程度あれば、詞は聞

き手に映像を生み出させることができるようだ。 

また、【あり】の項目に分類した詞の中から特定の「場所」を抽出したのだが、57 種類と

かなりばらつきが見られたため、出現頻度が高い「場所」の描写を 8 つ示すことにする。 

「場所」 出現回数 

道 9 

浜辺 9 

教室 7 

街 6 

家路 5 

学校 5 

通学路 4 

カフェテリア 3 

 【夏】を描写する【浜辺】が多いことがわかったほか、【教室】【学校】【通学路】と【学

生】を彷彿とさせる語句が多いこともわかった。また、【教室】【学校】【カフェテリア】以

外の語句はいずれも室外を表す語句であり、室内よりも外を舞台にした詞が多くあること

が表から読み取れた。 
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〈色彩〉 

 曲中で用いられている色彩表す言葉を抽出した。以下にその割合をグラフで示す。【その

他】の項目には、【小麦】【緑】【茶】【エメラルド】【金】【銀】【紺】【藍】が含まれている。 

 

 すると、最も多くの割合を占めたのは 57％で【なし】という項目であった。「季節」の描

写同様、色鮮やかに描かれているように思われる秋元の詞であったが、色彩の表記は半数

以上の詞にされていないことがわかった。 
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また、【なし】以外の項目では【青】と【白】がその半数以上の割合を占めていることも

わかった。そこで、【青】と【白】の色彩がどのようなものと関連付けられているのか、そ

れぞれの色が含まれている 1 フレーズを抽出し、以下にその関連図を示す。 

 

・青 

 

 【青】からは、【空】と【海】が強く関連していることがわかった。また他の語句でも、

特に見られるのは【信号】との関連くらいであり、関連のバリエーションとしてはそれほ

ど多くないことがわかるだろう。 
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・白 

 

 一方で【白】からは、【雲】と【砂】【砂浜】が強く関連していることがわかった。また、

【青】と同様【空】との関連もあり、【空】においては【青】と【白】の二色を使っている

こともわかった。さらに、【砂浜】のような【夏】を彷彿させるものだけでなく、【息】と

いった【冬】の描写も見受けられ、秋元は【白】を使って【夏】も【冬】も表現すること

があるようだ。 
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〈タイトルの有無〉 

 曲中にタイトルが登場するか否か、登場するならその回数を計算した。 

 まず曲中にタイトルが登場するか否かについてだが、全 139 曲中 98 曲がタイトル【有】

に分類できることが分かった。おおよそ 1000 曲の中から曲を選び、そこに詞を当てていく

ように作詞をするのが秋元康の作詞方法であるというが、タイトルはさらに作詞が完了し

た後につけるのだという。そのため、作った詞の中から言葉を選び、タイトルがつけられ

ることも容易に考えられ、結果的に曲のタイトルが曲中に登場するということが起こるの

は納得ができるであろう。 

 また、タイトルが曲中に登場する回数なのだが、それについては、【0 回】【1～10 回】

【11～20 回】【21～30 回】【31～40 回】の 4 つに分類し、まとめた。以下に、分類結果の

割合をグラフで示す 

 

 最も多い割合を占めていたのは、登場回数が【1～10 回】という項目で全体の 63％にあ

たる。どれも曲のサビ部分に登場することが多く、それが 1 番、2 番には尐しアレンジが加

えられていて、大サビの 2 度登場することによりこの数になったというパターンがよく見

られた。2 番サビでのアレンジの有無や、サビでの登場頻度に差があることが、全体の回数

に影響していることもわかった。以下に【4 回】【12 回】【22 回】の 3 つの詞を例に挙げて

おく。 



 30 

 

 (例) 【4 回】 

   『真夏の Sounds good!』 (AKB48／2012.5.23) 

(１番サビ) 真夏の Sounds good! 

つぶやきながら 

次のステップヘ進みたいね 

恋のカリキュラム 

波音 Sounds good! 

心が騒ぐよ 

去年よりも 

僕は本気になる 

 

(２番サビ) 渚の Good job! 

愛しい人よ 

ずっと切なくて言えなかった 

君が近すぎて 

きっかけ Good job! 

素直になるんだ 

手を伸ばそう 

恋の季節じゃないか! 

 

(大サビ) 真夏の Sounds good! 

つぶやきながら 

次のステップヘ進みたいね 

恋のカリキュラム 

波音 Sounds good! 

心が騒ぐよ 

去年よりも 

僕は本気になる 

 

真夏の Sounds good! 

君が好きだ 

波音 Sounds good! 

やっと言えたよ 

渚の Good job! 

君が好きだ 

きっかけ Good job! 

いいタイミングだね 

 

真夏の Sounds good! 
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(例) 【12 回】 

   『LOVE TRIP』 (AKB48／2016.8.31) 

(1 番サビ) I wanna go 

LOVE TRIP 

時間の彼方へ 

LOVE TRIP 

帰ろう 

胸の奥にしまっていたあの頃 

I was there 

LOVE TRIP 

君はどこにいる? 

LOVE TRIP 

会いたい 

ずっと言い忘れたことがあるんだ 

 

(2 番サビ) I wanna do 

LOVE TRIP 

君を探しに・・・ 

LOVE TRIP 

もう一度 

理想だけを語り合った青春 

You were there 

LOVE TRIP 

君は何してる? 

LOVE TRIP 

会いたい 

ずっと言えなかったことがあるんだ 

 

(大サビ)  I wanna go 

LOVE TRIP 

時間の彼方へ 

LOVE TRIP 

帰ろう 

胸の奥にしまっていたあの頃 

I was there 

LOVE TRIP 

君はどこにいる? 

LOVE TRIP 

会いたい 

ずっと言い忘れたことがあるんだ 
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 (例) 【22 回】 

   『Must be now』 (NMB48／2015.10.7) 

(1 番サビ) (Must be now) 行かなきゃ! 

(Must be now) 今すぐ… 

(Must be now) あの場所へ Yeah! 

(Must be now) 行かなきゃ! 

(Must be now) 蹴破れ! 

(Must be now) 壁を壊すんだ 

(Need to go) 行かなきゃ! 

(Need to go) 信じた 

(Need to go) この道を Yeah! 

(Just do it) 行かなきゃ! 

(Just do it) 一人で 

(Just do it) 外に出るんだ Must be now 

 

(2 番サビ) (Must be now) やらなきゃ! 

(Must be now) 何かを… 

(Must be now) 始めろよ! Yeah! 

(Must be now) やらなきゃ! 

(Must be now) 小さな 

(Must be now) 穴を開けるんだ 

(Need to go) やらなきゃ! 

(Need to go) 希望は 

(Need to go) そこにある Yeah! 

(Just do it) やらなきゃ! 

(Just do it) 自由を 

(Just do it) 手に入れるため Must be now 

 

(大サビ)  (Must be now) 行かなきゃ! 

(Must be now) 今すぐ… 

(Must be now) あの場所へ Yeah! 

(Must be now) 行かなきゃ! 

(Must be now) 蹴破れ! 

(Must be now) 壁を壊すんだ 

(Need to go) 行かなきゃ! 

(Need to go) 信じた 

(Need to go) この道を Yeah! 

(Just do it) 行かなきゃ! 

(Just do it) 一人で 
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(Just do it) 外に出るんだ Must be now 

 

Must be now 

Must be now 

Must be now 

 

光が見えた Must be now 
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〈心情の変化〉 

 曲全体を通して、一人称にあたる人物の心情の変化を【前向き】【後ろ向き】【変化な

し】のどれにあたるかを分類した。以下に、分類結果の割合をグラフで示す 

 

 最も多くの割合を占めるのは、【前向き】な詞で全体の 63％であった。その中でも、【恋

愛】に分類した詞においては、【恋愛】が成就する方向に進むことを【前向き】、成就しな

い方向に進むことを【後ろ向き】と捉え、分類した。以下に、その分類結果の割合をグラ

フで示す 

 

 すると、対象全曲での「心情の変化」に比べて、【前向き】な詞が減り、代わりに【変化

なし】の詞が増加したことがわかる。【恋愛】においては【前向き】も青春だが、前にも後

ろにも進まない【変化なし】のもどかしい心情こそが青春といえるのではないだろうか。

どちらにしても共感を得る聞き手は、決して尐なくないだろう。 
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〈アイテム〉 

 曲中において、曲を象徴すると考えられる「アイテム」を抽出した。まずは、「アイテ

ム」の記述が【あり】か【なし】かで分類をすると 70％が【あり】の項目に当てはまるこ

とが分かった。 

 そして、【あり】の中で具体的な「アイテム」を抽出すると 231 種類とばらつきがあった

ため、出現頻度が高かった「アイテム」を上位 16 語示すこととする。 

「アイテム」 出現回数 「アイテム」 出現回数 

海 14 街 10 

教室 9 砂浜 9 

バス 8 桜 8 

制服 8 窓 8 

波 8 シャツ 6 

写真 6 道 6 

花びら 5 水着 5 

電車 5 木 5 

 【海】【波】【砂浜】【水着】など、先述した項目「場所」の描写同様【夏】を彷彿させる

ものが、「アイテム」でも多く出現していることが分かった。そのほかにも【桜】【花びら】

といった「アイテム」が見られた。「場所」の描写として抽出した語句の中では、【春】を

描写するものは見られなかったため、秋元は【桜】や【花びら】といった「アイテム」を

使うことによって、【春】を描写することがあるといえよう。 
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〇考察 

 予想通り【恋愛】をテーマにした詞が多かったのだが、深く見てみるとそれぞれがきち

んと違う内容を歌った詞であり、その結果には尐しばかり安堵を覚える。似たような詞で

も、【恋愛】の成就にはさまざまな結果があり、詞の中で成就するものもあれば一進一退の

もの、そして詞が終わったところで、もしかしたら今から告白をするのではないか、と曲

を聞き終えた余韻を聞き手に楽しませるものなど、多種多様な【恋愛】のバリエーション

が見受けられた。その種類はもはや、当てはまらない【恋愛】はないのではないかと思う

ほどである。それだけ多くの【恋愛】曲を作れば、どれか一つくらいは聞き手自身が経験

したものにあてはまる曲が出てくるはずである。大所帯女性アイドルグループには、当た

り前だが多くの女性がいる。その分だけ【恋愛】の種類も存在していいのではないか。【恋

愛】をテーマにした詞の多さには、そのようなメッセージが込められているように感じた。 

また、【恋愛】をテーマにした曲と同じぐらい秋元の作詞曲の中で印象的であった【意思】

をもつ詞は、【恋愛】をテーマにした詞に比べるとその半分の数にも満たないほどであった。

では、なぜそこまで【意思】をもつ詞が印象的であったのか考えたとき、やはりその詞ご

との力強さであったり、歌唱するアイドル達の等身大の叫びだったりと一曲一曲に秋元の

メッセージが溢れんばかりに詰め込まれているからであると、私は考えた。その一つの効

果として、女性アイドルグループにあえて【僕】や【俺】といった男性的な一人称で歌わ

せるということ。彼女たちの中に眠る男臭い野心を垣間見ることができ、そのギャップに

ファンはまた虜になるのであろう。 

さらに、秋元の詞には曲を聞くだけで映像が思い浮かべられるような色鮮やかな言葉選

びをしているのだと踏んでいたのだが、実際は「季節」や「色彩」の描写は半数以上の詞

に記載がなく、全体を通して尐なかった。【青】や【白】といった「色彩」が多かったのだ

が、関連語が【海】や【雲】と短い音の語ばかりであったため、曲の埋め合わせに「色彩」

を使ったと考えてられてもおかしくない。だが、その分「場所」や「アイテム」など具体

的な背景やものを詞の中に散らすことで、思わず映像を浮かべてしまうような詞になるの

ではないかと考えられる。 

 これらの考察を踏まえて、ここからさらにグループごとに曲を分析していき、最も知り

たいことであるグループごとの表現特性の相違や類似について考え、結論を出していきた

いと思う。 
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第二節 対象各グループ曲について 

  

 第一章第二節 で述べた研究方法で対象曲全体を分析し、グループごとに結果を出す。 

〇グループごとにみる項目の分析結果 

・AKB48 

 (2005 年より東京・秋葉原を拠点として活動しているアイドルグループ)
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「場所」抽出語 出現回数 

道 7 

浜辺 5 

教室 4 

学校 3 

家路 2 

通学路 2 

 

 



 39 

 

 

 

 AKB48 は秋元が 48 グループの中で最初に発足させたグループであるため活動歴が最も

長く、また CD リリースには他グループも含めたメンバーから歌唱メンバーを選抜し、そ

のメンバーで AKB48 として曲を世に出すため、リリース枚数も群抜いて多い。そのため、

対象全曲とほぼ同型の結果になっていることがわかる。だが、グループで曲を分けて分類

しても、今回立てた項目のほぼ全てに曲が当てはまるというのはこれもまた一つの特徴と

いえるであろう。聞き手に飽きさせないように多種多様な曲をリリースし、また似たよう

な詞の中でも一年越しにアンサーソングを手掛けたり、うやむやに終わっていた【恋愛】

の続きが描かれたりしているのも、また AKB48 の楽曲の特徴である。 

 

 『ポニーテールとシュシュ』 (AKB48／2010.5.26) 

 ポニーテール(揺らしながら) 

風の中 

君が走る(僕が走る) 

砂の上 

ポニーテール(揺らしながら) 

振り向いた 

君の笑顔 

僕の夏が始まる 

 

 この詞は、ある男子生徒が気になる女子生徒のポニーテールを見て、砂浜で彼女のポニ

ーテールを追いかけたいと妄想するというものである。彼女の後ろ姿を見て妄想をするだ

けで精いっぱいだった彼が、1 年後には、 
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 『Everyday、カチューシャ』 (AKB48／2011.5.25) 

 心の隣で 

同じ景色見ながら 

何年間も 

僕たちは 

友達のままさ 

 

カチューシャ 外しながら 

君がふいに振り返って 

風の中で微笑むだけで 

なぜか何も言えなくなるよ 

こんな想っているのに・・・ 

 

 彼女のカチューシャが見える位置、つまり隣にいられるようにまで【恋愛】を進展させ

ることに成功しているのだ。 

 実際に秋元がこの 2 曲にストーリー性があるとは述べていないが、私にはそう感じるこ

とができ、またこういった年をまたいで繋がっていることを感じられるという曲はほかに

グループには見受けられないのである。 

 

 また、「アイテム」に注目すると、 

 

 『軽蔑していた愛情』 (AKB48／2007.4.18) 

 テレビのニュースが伝える 

匿名で守られた悲劇も 

携帯のメールを打ちながら 

絵文字のような日常 

 

 『唇に Be My Baby』 (AKB48／2015.12.9) 

 冬空の風のカーブ (曲がり) 

オンタイムでバスが近づく (スローモーションで) 

ガードレールに腰掛け (2 人) 

スマホを聴いていた 
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『＃好きなんだ』 (AKB48／2017.8.30) 

#好きなんだ 

僕は呟く 

この胸の熱い気持ち 

SNS 上げてみた 

料理の写真 

ぼんやりと誰かの影 

さりげなく片想い 

 

【携帯】【スマホ】【SNS】というように、常に時代の流れに沿った通信機器、通信手段が

描かれていることも見受けられた。 



 42 

・SKE48 

(2008 年より名古屋市・栄を拠点として活動しているアイドルグループ) 
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「場所」抽出語 出現回数 

海 2 

教室 2 

防波堤 2 

ボードウォーク 1 

カフェテリア 1 

ショッピングモール 1 
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 まず初めに目に入るのは「ジャンル」の項目の【恋愛】に分類した詞の多さであろう。

全体の 78％を占め、おおよそ 5 曲ある中の 4 曲が【恋愛】をテーマにした詞となれば類似

が増えるのではないかと考えられるのだが、そうでもない。「ジャンル内」分類を見ると、

【片想い】【両想い】【失恋】の 3 項目に振り分けることができ、そのシチュエーションも

「場所」の描写を抽出した語を見るとほとんど被りがなく、いい意味でばらつきが見られ

る。 

また、対象全曲では半数を切っていた「季節」と「色彩」の描写が SKE48 の詞の場合、

どちらも過半数を満たしていることがわかった。「色彩」の種類も 8 種類と豊富であり、鮮

やかに描かれがちな秋元の詞の中でもさらに鮮やかな詞が多く見受けられることもわかっ

た。 

 さらに、「アイテム」を見ると、 
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 『チキン LINE』 (SKE48／2016.3.30) 

ふいに届くスタンプ I LOVE YOU!(I LOVE YOU!) 

きっと近くにいながら顔出せない 

そんな臆病者 

 

LINE じゃなく 

目を見て言いな! 

本当に愛しているなら 

ちゃんと直接会って告白しな! 

読むんじゃなく 

声を聴きたい 

本気度 試そうとしたのに… 

言葉だけで送信されても既読スルー 

 

2018 年現在最も使われているであろう【LINE】の描写があり、またそんな【LINE】でし

か告白ができない男性の描写が、時代の流れに沿った表現であると感じさせられる。AKB48

同様、時代の流れに沿った詞の作り方が見受けられた。 
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・NMB48 

(2010 年より大阪市・難波を拠点として活動しているアイドルグループ)
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「場所」抽出語 出現回数 

家路 3 

浜辺 3 

カフェテリア 1 

街 1 

学校 1 

国道 1 
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 まず目に入るのは「性別」の項目で、対象全曲で見たときは圧倒的に【男】目線の詞が

多かったのだが、NMB48 で見るとそれが男女ほぼ均等になることがわかった。そのわけと

しては、【女】目線の【恋愛】に分類した詞が多くみられることが挙げられ、 

 

 『純情 U-19』 (NMB48／2012.2.8) 

 あ~そんな時がいつかやって来ると 

女の子は誰も 夢を見ているけど… 

 

19 歳まで 

純情を守らせてくれ 

もったいぶって 

焦らすんじゃなくて 

そう決めていたのよ 

大人にはなれるでしょう 

いつの日にか 

だから もう尐しだけ 

鉄のパンツ 
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 『ヴァージニティー』 (NMB48／2012.8.8) 

ねえ キスをしたって 

減るもんじゃない 

言いたいこと わかるけど 

でも キスしちゃったら 

何か減るんだ 

私の中の 

ヴァージニティー 

 

以上の２曲のように、【恋愛】において大人になりたいけどなかなかなれない【女】の子の

もどかしい気持ちの描写に多く使われているからであることもわかった。 

 また、「年齢」「季節」「色彩」の描写が尐なく、それぞれ 60％以上の詞が【不明】の項目

に分類されることがわかった。その分「場所」の描写で補填されているのかと思ったのだ

が、「場所」の描写も 18 曲中 10 曲とかろうじて過半数を超えているといったくらいであっ

た。さらに「アイテム」の描写も 18 曲中 11 曲が【あり】の項目に分類される結果となり、

こちらもしいて言えば過半数といえる数といえよう。 
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・HKT48 

 (2011 年より福岡市を拠点として活動しているアイドルグループ) 
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「場所」抽出語 出現回数 

家 2 

街 2 

電車 2 

海岸 1 

校庭 1 

桜 1 
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 HKT48 も NMB48 同様「性別」の描写が【男】【女】ほぼ同じ割合であり、また「人称」

においてもほかのグループよりは全項目にばらつきのある結果となった。それらで表現さ

れる詞はその多くが【恋愛】で分類した詞であることもわかり、異なる「性別」の【恋愛】

をさまざまな「人称」で描くことにより、より多様な【恋愛】の形を詞で表現しているこ

とが考えられる。さらに「心情の変化」も【前向き】と【変化なし】がほぼ同割合である

こともわかり、成就するか否かというもどかしい心情が聞き手の共感を誘うのであろう。 

 また、「アイテム」では、【通学路】【制服】【校庭】【図書室】【渡り廊下】と【学生】を

彷彿とさせる語句が多いことがわかった。「年齢」の中で【学生】を描写している詞は約 40％

とほかのグループに比べると多い割合を占めているため、そういった「アイテム」が多く

みられるのも納得ができるであろう。 
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・NGT48 

(2015 年より新潟市を拠点として活動しているアイドルグループ) 

 

タイトル 歌詞 発売日 ジャンル 一人称 二人称 性別 年齢 場所 季節 色彩 タイトルの有無 回数 心情
青春時計 春の制服 スカート揺らし
ガードレールをぴょんと跳んで
君は全力走って行くよ
風は後から追いかけて行くよ

どうしてこんなに眩しいんだろう?
どうしてこんなに切ないんだろう?

僕はきっと恋をしている
桜舞う 日差しの通学路

遠くでいい 何にも始まらなくていい
(片想いは僕のもの)
声かけず 一瞬だけ
(一瞬だけ)
君と会いたいんだ
(アオゾラノシタ)

チックタック チックタック
知らぬ間に時計は刻んでる
輝きながら過ぎてく日々
いつかこの日を思うのだろうか?
ああ 今 叫びたくなる
感情こそが青春

赤で止まった横断歩道
体丸めて 膝に手をつき
息を弾ませ空を見上げて
汗の滴をそっと拭った
青になったらまた飛び出して
ポニーテールがジグザグ揺れる

僕はずっと想い続ける
桜の木 花びら 散ろうとも…

後ろでいい こっちを振り向かなくていい
(そのすべては夢の中)
気づかれず 永遠に
(永遠に)
僕は見守りたい
(クモヒトツナイ)

チックタック チックタック
ときめきの時計が錆びるまで
ホントの願い隠したこと
いつかどこかで悔いるのだろうか
ああ なぜ 胸が苦しい
自問自答が青春

いつだって (いつだって)
この角で (この角で)
偶然装(よそお)いすれ違う
名も知らぬ (名も知らぬ)
憧れの (憧れの)
君と一緒に僕も走る

チックタック チックタック
知らぬ間に時計は刻んでる
輝きながら過ぎてく日々
いつかこの日を思うのだろうか?
ああ 今 叫びたくなる
感情こそが青春

チックタック チックタック
針のない時計は止まらない
こんなに好きになっちゃうなんて
僕も今日まで想像しなかった
ああ でも 何もできない
思い出こそが青春

春の制服 スカート揺らし
ガードレールをぴょんと跳んで
君は全力走って行くよ
風は後から追いかけて行くよ

どうしてこんなに眩しいんだろう?
どうしてこんなに切ないんだろう?

振り返ったら青春2017.4.12 恋愛 僕 君 男 学生 通学路 春 青、赤 なし 0 後ろ向き
世界はどこまで青空なのか？ ああ 世界はどこまで青空なんだろう?
ああ ここから地平の彼方に目を細めた
ああ どこかで誰かが泣いてはいないか?
ああ 日差しがこのまま続けばいいけれど…

晴れていて欲しい 澄み切って欲しい
悲しみは風に流されて…
何もない空を 美しい空を
青空を僕は信じる

ああ 突然 予期せぬ嵐が来たって
ああ あなたは絶望なんかしてはいけない

待っていて欲しい 見上げてて欲しい
この空は 立ち直って行く
太陽は昇り そしてまた沈み
永遠に光り輝く

オーオーオーオーオー
オーオーオーオーオー
遠くまで愛を伝えよう
オーオーオーオーオー
オーオーオーオーオー
たった一つだけの真実

恋人よ 星を見ているか?
新しい明日の兆しを
すべてを真っ暗にしてから
みんなでやり直そうぜ!

ああ 世界はどこまで青空なんだろう?
ああ ここから涯まで真っ青ならいいのに…

微笑んで欲しい 泣かないで欲しい
しあわせになって欲しいんだ
嘘のない空を 限りない空を
駆け巡る鳥が希望だ

オーオーオーオーオー
オーオーオーオーオー
僕たちは叫び続けよう
オーオーオーオーオー
オーオーオーオーオー
争うことのない世界へ

青空を僕は祈ろう2017.12.6 意思 僕、僕たち あなた 不定 不明 外 不明 青 なし 0 前向き
春はどこから来るのか？ 風が止んでしまった日は なぜか走りたくなるんだ
僕がどこかへ走らなきゃ 地球が回らなくなるよ
校舎の窓に反射した空の雲は止まってる
自分の方が動かなきゃ 欲しいものは手に入らない

君はずっと変わらないまま クラスメイトの一人で
仲悪くなんてないけど そんなに親しいわけでもない
誰にも相談できずに遠くから想ってるのに
一年過ぎても全然 僕たちの距離は埋まらない

何か聴こえないか?
恋の足音だ
Oh!Yeah!
Oh!Yeah!

春はどこから来るのだろう?
だってねえ不思議じゃないか?
木枯らしに凍えてたのに
ある日 突然気づくんだ
通学路の桜の木がいくつか芽吹いていることに・・・
そういう感じでやって来ないかな
僕たちの春

風はやがて吹き始めて何か思い出したように
裏の団地のベランダで洗濯物も揺れてる
地球は回っているから季節はまた巡るだろう
君を何度も好きになって何度も切なくなるんだ

言葉にしないよ
胸にしまっておく
Oh!Yeah!
Oh!Yeah!

春はいつ頃来るのだろう?
できるなら知っておきたいよ
何にも気づかないなんて
もったいないかもしれないし
そうずっと待ってるだけじゃ緊張しすぎてしまうよ
迎えに行って僕が連れて来ようか
遅すぎる春

制服の肩に
桜の花びらが乗っていたんだ
僕がそっと指でつまみ君にあげた
春がどこからやって来るかついに見つけたよ

恋はどう始まるのだろう?
いつのまにか好きになってる
どういうきっかけかなんて
いつだって覚えていないし
少しずつ惹かれてく途中 ちゃんと見ていたかったのに
見上げた桜はいつも満開だよ
気づいたら恋

春はいつ頃来るのだろう?
できるなら知っておきたいよ
何にも気づかないなんて
もったいないかもしれないし
そうずっと待ってるだけじゃ緊張しすぎてしまうよ
迎えに行って僕が連れて来ようか
遅すぎる春

春一番だ2018.4.11 恋愛 僕、僕たち 君 男 学生 学校 春 なし なし 0 前向き  

 曲数が尐ないため統計としては浅いものにはなるが、それでも３曲ともに曲中の「タイ

トル」表記がないことは大きな一つの特徴といえる。 

 

 『世界はどこまで青空なのか？』 (NGT48／2017.12.6) 

 ああ 世界はどこまで青空なんだろう? 

ああ ここから地平の彼方に目を細めた 

ああ どこかで誰かが泣いてはいないか? 

ああ 日差しがこのまま続けばいいけれど… 

 

『春はどこから来るのか？』 (NGT48／2018.4.11) 

春はどこから来るのだろう? 

だってねえ不思議じゃないか? 

木枯らしに凍えてたのに 

ある日 突然気づくんだ 

通学路の桜の木がいくつか芽吹いていることに・・・ 

そういう感じでやって来ないかな 

僕たちの春 

 

だが、例に挙げた 2 曲のように「タイトル」と類似した表現が見受けられる。秋元は、疑

問文を「タイトル」に用いるとき「～か？」というようにしか末尾を表現しないようで、

疑問文を「タイトル」に用いた例は AKB48 に一曲、乃木坂 46 に一曲の計４曲存在しない

のだが、そのいずれも「～か？」と締めくくられていることがわかった。そのため、NGT48

の曲に「タイトル」表記がないことは、ニュアンスの違いということだけであり、内容と

しては表記されているにほぼ等しいといえるものであった。 

 また、「アイテム」では HKT48 同様【学生】を彷彿とさせるような語句が多く、【学生】

の描写をさまざまな「アイテム」で彩り表現していることも分かった。 
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・STU48 

 (2017 年より瀬戸内 7 県を拠点として活動しているアイドルグループ) 

 

タイトル 歌詞 発売日 ジャンル 一人称 二人称 性別 年齢 場所 季節 色彩 タイトルの有無 回数 心情
暗闇 太陽は水平線の彼方を目指して
R を描き ただ落下する夕暮れに
何かをやり残してるような悔いはないのか?
僕はまだ帰りたくない

やりたいこと やりたくないこと やらされながら
理想と現実がごっちゃになっている日々
あの空とこの海がほら 分かれているように
交わらないものがあるってことさ

都会で暮らす
友は窓しか見ていないらしい
やるせない孤独の時
泣き言 誰に言えばいい?

夜よ 僕を詩人にするな
綺麗事では終わりたくない
生きることに傷つきうろたえて
無様でいたい
次の朝がやって来るまでに
今 持ってるものは捨てよう
丸裸になって気づくだろう
暗闇のその中で
目を凝らしてみれば
何かが見えて来る
星たちは自分が輝いているその位置と
宇宙の涯で誰かに見られてる自意識
どこかで消えて行った光を知っているのか?
僕は始まってもいない

欲しいものいらないものも見境つかなくて
手を伸ばしてしまう若さはいつも強欲だ
大人とはその分別があることと言うなら
永遠に大人になんかなるものか

故郷 捨てて
僕は絶対暮らせないだろう
水平線見えなければ
今いる場所がわからない

夜よ 僕に歌わせるなよ
想像だけの愛の世界は
都合のいい思いやりばかりで
説得力がない
どうせならばもっと生々しく
お互いの正体を明かそう
取り繕っていても虚しいよ
暗闇のその中で
聴こえて来るのは
希望の足音か
防波堤の上に立って
僕は叫んだ
波の音よりも大きく
自分へと届くように

夜よ 僕を詩人にするな
綺麗事では終わりたくない
生きることに傷つきうろたえて
無様でいたい
次の朝がやって来るまでに
今 持ってるものは捨てよう
丸裸になって気づくだろう
暗闇のその中で
目を凝らしてみれば
何かが見えて来る2018.1.31 意思 僕 なし 不定 不明 故郷 不明 なし 有 3 前向き  

 STU48はまだデビュー曲１曲のみのリリースしかしていない。だが、それにしてもデビュ

ー曲に『暗闇』というのはあまりにも縁起が悪すぎはしないだろうか。アイドルグループ

の華々しいデビューに『暗闇』なんぞ似つかわしくないのでは、と私は思うのだが、「心情

の変化」を見ると【前向き】の詞であることがわかる。 

 

 『暗闇』 (STU48／2018.1.31) 

 夜よ 僕を詩人にするな 

綺麗事では終わりたくない 

生きることに傷つきうろたえて 

無様でいたい 

次の朝がやって来るまでに 

今 持ってるものは捨てよう 

丸裸になって気づくだろう 

暗闇のその中で 

目を凝らしてみれば 

何かが見えて来る 

 

 また、「ジャンル」は【意思】をもつ詞に分類することができ、「一人称」は【僕】、「性

別」は【不定】と【意思】に分類した詞の中では、秋元の詞に多く見られる王道な組み合

わせである。特定とした「情景」の描写もなくただただ【意思】を『暗闇』に向かって独

白するといった詞のようだ。 
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・SDN48 

 (2009 年から 2012 年まで東京を拠点として活動していたアイドルグループ) 

 

タイトル 歌詞 発売日 ジャンル 一人称 二人称 性別 年齢 場所 季節 色彩 タイトルの有無 回数 心情
GAGAGA あなたと知り合って　GAGAGA
初めから　GAGAGA
見つめられたままで
私は動けない

街中の雑音が
一瞬　消えたように
時はフリーズして
熱くなるハート
ウ! ア! ノムイルンシガン
ダメダメ　ダメダメ　早すぎるわ
クデエデゥソニ ナルカンサアナ
イップスルエダウミョン クンソグロ

言葉を交わさずに　GAGAGA
いきなりの　GAGAGA
女はいつだって
奇跡を求めてる
頭は戸惑って　GAGAGA
それ以上　GAGAGA
本当の気持ちは
どっちかわからない

目を閉じて思ってた
どんな下着だっけ?
キスのその温度で
溶けてゆくモラル
ウ! ア! パジョボリゲッソ
デモデモ　デモデモ　軽すぎるわ
チョグンマンキダリョ サルミョシマルヘジョ
ドゥリジガアナ クンソグロ

あなたと知り合って　GAGAGA
初めから　GAGAGA
見つめられたままで
私は動けない
出会いの確率を　GAGAGA
言い訳に　GAGAGA
成り行き　楽しんで
2人は止まらない

言葉を交わさずに　GAGAGA
いきなりの　GAGAGA
女はいつだって
奇跡を求めてる
頭は戸惑って　GAGAGA
それ以上　GAGAGA
本当の気持ちは
どっちかわからない2010.10.24 恋愛 私 なし 女 成人 ホテル 不明 なし 有 14 後ろ向き
愛、チュセヨ 愛、チュセヨ
今すぐに
その腕に抱きしめてよ
もう　1秒も
離れたくない
あなたのもの
愛、チュセヨ
今すぐに
寂しくて震えている
この胸に
燃えるような
愛をください

女友達から
紹介されるのは
いい男はいないって
思っていたわ
現れたあなたは
なぜだろう　前から
知っていたみたいに
軽く　ドアを開けたの

やさしく微笑む
眼差しに
どんどん惹かれて行くわ
私は無防備

キス、チュセヨ
この場所で
ロマンスを始めましょう
ねえ　唇を
奪って欲しい
強引にね…
キス、チュセヨ
この場所で
誰に見られたっていいわ
もう　今夜
帰りたくない
キスをください

今までに出会った
どういう人よりも
運命の糸のような
強い力
感じる

タクシー待ってる
その間
何かが起こればいいと
私は願った

愛、チュセヨ
今すぐに
その腕に抱きしめてよ
もう　1秒も
離れたくない
あなたのもの
愛、チュセヨ
今すぐに
寂しくて震えている
この胸に
燃えるような
愛をください

女たちは
いつだって
突然の成り行きに
痺れたいの

キス、チュセヨ
この場所で
ロマンスを始めましょう
ねえ　唇を
奪って欲しい
強引にね…
キス、チュセヨ
この場所で
誰に見られたっていいわ
もう　今夜
帰りたくない
キスをください

愛、チュセヨ
今すぐに
その腕に抱きしめてよ
もう　1秒も
離れたくない
あなたのもの
愛、チュセヨ
今すぐに
寂しくて震えている
この胸に
燃えるような
愛をください2011.4.6 恋愛 私 あなた 女 成人 →タクシー乗り場不明 なし 有 6 変化なし
MIN・MIN・MIN いつもよりも
キレイだよね
君に今さら振り返る
僕は誰かに
気を取られて
大事なものを忘れてた

「一緒にいたって意味がないでしょう？」
サヨナラ言われて
はっとした

ちょっとMIN・MIN
待ってMIN・MIN・MIN
引き止めたい
ねえ　ちょっとMIN・MIN
愛をMIN・MIN・MIN
考え直してよ
君の背中
縋り付きながら
嫌と泣きましょう
蝉のように…

好きな人が
できたんだね
僕のハートは焦ってる
ずっと近くで
待ってるって
今まで君を舐めていた

なくして初めて　わかるものがある
ほったらかしの
タイヤモンド

僕はMIN・MIN
君にMIN・MIN・MIN
愛してるよ
そう　僕はMIN・MIN
今もMIN・MIN・MIN
許して欲しいんだ
旬な季節
過ぎてしまっても
ずっと鳴いている
蝉のように…

恋をするまで長いのに
儚いものよ

ちょっとMIN・MIN
待ってMIN・MIN・MIN
引き止めたい
ねえ　ちょっとMIN・MIN
愛をMIN・MIN・MIN
考え直してよ
君の背中
縋り付きながら
嫌と泣きましょう
蝉のように…2011.8.17 恋愛 僕 君 男 不明 不明 不明 なし 有 6 後ろ向き
口説きながら麻布十番 duet with みのもんた 他人の目が何となく
気になるのね
構わない
おまえと腕を組んでも…

でも誰か　知り合いに
会いそうな気がする
さりげなく無視しよう

恋は成り行き次第
2人　惹かれ合うままに
本能と
本能が
脈を打つ下心
恋は成り行き次第
今は溺れてしまおう
どこへ行く?
どこへ行く?
口説きながら麻布十番

おじさんを
からかっているんだろう?
本気かも
試してみればいいじゃない?

今すぐに抱きしめて
接吺をしたくなる
男なら当たり前

恋は年甲斐もなく
きっと　深みにハマるね
堕ちて行く
堕ちて行く
誰にも止められない
恋は年甲斐もなく
スリル　久しぶりだから
どうするの?
どうするの?
求め合って暗闇坂

「もう、こんな時間だよ」
「…まだ、早いじゃない?」
「もう一軒、行くか?」
「…それとも…ウチに来る?」
「…やぶさかじゃないね」

恋は成り行き次第
2人　惹かれ合うままに
本能と
本能が
脈を打つ下心
恋は成り行き次第
今は溺れてしまおう
どこへ行く?
どこへ行く?
口説きながら麻布十番

「来てよ、ウチ。
お父さんに会って欲しいし…」
「…実家なんだ」2011.12.28 恋愛 なし おまえ 両方 成人 麻布十番 不明 なし 有 2 前向き
負け惜しみコングラチュレーション いつも 待ち合わせた
駅の改札口
改築したのはいつ頃だろう
君と僕のあの柱が
なぜかなくなっていたよ

ケンカするその度 あの柱の陰で
ガムを噛みながら 君は拗ねてた
僕もそばでガムを噛んで
自然に仲直りしたね

2人は若さに
傷つき癒され
少しずつ 大人になった

君が結婚するって聞いた
世界のどんなニュースより驚いたよ
ああ 今も大事な人よ
僕が悔しくなるほど
しあわせになれ!

偶然 通りかかった
新しい柱に
僕は一人きり 君を想った
今の彼は拗ねた君に
ガムを噛んでくれるのか?

仲直りの仕方
教えてあげたい
思い出は味方なんだ

君におめでとうって言おう
携帯番号 まさか変わってないよね
ああ 今も愛しい人よ
僕にはできなかったけど
しあわせになれ!

君が結婚するって聞いた
世界のどんなニュースより驚いたよ
ああ 今も大事な人よ
僕が悔しくなるほど
しあわせになれ!

僕の愛しい人よ
必ず
しあわせになれ!2012.3.7 恋愛 僕 君 男 成人 駅 不明 なし なし 0 前向き  

 SDN48 は、もともと AKB48 に所属していたメンバーの中で比較的年齢の高いメンバー

が移籍し、グループとして結成されていたものである。劇場公演も他のグループと同様に

行われていたのだが、毎週土曜日の夜と時間が限定されており、その時間帯だからこそ許

される尐し大人なアイドルとして人気を得ていた。そのキャラクターもあり、曲を見ても

「ジャンル」は【恋愛】一色、そして「年齢」も 80％が【成人】に分類した詞とほかのグ

ループとは歴然の差があることがわかるであろう。また、その中には、 

 

 『口説きながら麻布十番 duet with みのもんた』 (SDN48／2011.12.28) 

 「もう、こんな時間だよ」 

 「…まだ、早いじゃない?」 

 「もう一軒、行くか?」 

 「…それとも…ウチに来る?」 

 「…やぶさかじゃないね」 

 

男女のデュエット曲も見られ、大人な女性だからこそ似合う詞を秋元は SDN48 に手がけて

いることが分かった。 

 さらに、「情景」を色鮮やかに描写する秋元には珍しく、 

 

『GAGAGA』 (SDN48／2010.10.24) 

 言葉を交わさずに GAGAGA 

 いきなりの GAGAGA 

 女はいつだって 

 奇跡を求めてる 

 頭は戸惑って GAGAGA 

 それ以上 GAGAGA 

 本当の気持ちは 

 どっちかわからない 

 

以上の曲のように【GAGAGA】という言葉でその場の行動を濁す表現も見られた。「情景」

を細かく描写し映像のように曲を楽しませる以外に、あえて言葉を濁すことで自由に解釈

するといった曲の楽しみ方を秋元はこのある意味特殊なグループ SDN48 を通して提供し

ているように思える。
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・乃木坂 46 

(2011 年より AKB48 の公式ライバルグループとして活動しているアイドルグループ) 
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「場所」抽出語 出現回数 

高架線 2 

サイドウォーク 1 

カーテン 1 

バス 1 

プール 1 

街 1 
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 乃木坂 46 は AKB48 の公式ライバルとしてデビューし活動しているということもあり、

グラフをみると似たような割合のものが多く見られる。しいて言うなら「ジャンル」に見

られる【その他】の割合であろうか。乃木坂 46 には AKB48 にはない【友情】をテーマに

した曲がいくつか見られる。また、そのすべてに【女】の子同士のいわゆる【ガールズト

ーク】という「アイテム」が入っており、AKB48 の詞に多い【恋愛】のその一方を描いて

いることが想像つくであろう。 

 

 『ぐるぐるカーテン』 (乃木坂 46／2012.2.22) 

 カーテンの中 

 太陽と 

 彼女と私 

 ぐるぐる巻かれた 

 プライバシー 

 内緒話するの 

 きっと 

 男の子たち 

 さりげなく 

 耳をそばだてて 

 どきどきしながら 

 聞いてるでしょう 

 ガールズトーク 
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 『ガールズルール』 (乃木坂 46／2013.7.3) 

 ガールズトーク 

 女の子同士は 

 嫌なとこまで 

 見せ合って 

 楽な関係になる 

 ガールズトーク 

 いくつ恋をしたら 

 そうなれるかな 

 可愛い自分だけ演じてたら 

 無理だね 

 もっと(もっと) 

 今日の 

 私のように 

 

 さらに、「心情の変化」を見ると【後ろ向き】の詞が 0％であることもわかった。【恋愛】

においても【意思】においても【友情】においても【前向き】の詞が多いと、それだけで

聞き手にとって勇気や希望を与えることができると考えられるであろう。
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・欅坂 46 

 (2015 年より乃木坂 46 の妹分として活動しているアイドルグループ) 

 

サイレントマジョリティー 人が溢れた交差点を
どこへ行く?(押し流され)
似たような服を着て
似たような表情で…

群れの中に紛れるように
歩いてる(疑わずに)
誰かと違うことに
何をためらうのだろう

先行く人が振り返り
列を乱すなと
ルールを説くけど
その目は死んでいる

君は君らしく生きて行く自由があるんだ
大人たちに支配されるな
初めから そうあきらめてしまったら
僕らは何のために生まれたのか?
夢を見ることは時には孤独にもなるよ
誰もいない道を進むんだ
この世界は群れていても始まらない
Yesでいいのか?
サイレントマジョリティー

どこかの国の大統領が
言っていた(曲解して)
声を上げない者たちは
賛成していると…

選べることが大事なんだ
人に任せるな
行動しなければ
Noと伝わらない

君は君らしくやりたいことをやるだけさ
One of themに成り下がるな
ここにいる人の数だけ道はある
自分の夢の方に歩けばいい
見栄やプライドの鎖に繋がれたような
つまらない大人は置いて行け
さあ未来は君たちのためにある
No!と言いなよ!
サイレントマジョリティー

誰かの後
ついて行けば
傷つかないけど
その群れが
総意だと
ひとまとめにされる

君は君らしく生きて行く自由があるんだ
大人たちに支配されるな
初めから そうあきらめてしまったら
僕らは何のために生まれたのか?
夢を見ることは時には孤独にもなるよ
誰もいない道を進むんだ
この世界は群れていても始まらない
Yesでいいのか?
サイレントマジョリティー2016.4.6 意思 僕ら 君、君たち不定 未成年 不明 不明 なし 有 3 前向き なし
世界には愛しかない ｢歩道橋を駆け上がると､夏の青い空がすぐそこにあった｡
絶対届かないってわかっているはずなのに､僕はつま先で立って
思いっきり手を伸ばした｡｣

ただじっと眺め続けるなんてできやしない
この胸に溢れる君への想いがもどかしい

｢真っ白な入道雲がもくもくと近づいて､
どこかで蝉たちが一斉に鳴いた｡
太陽が一瞬､怯んだ気がした｡｣
｢複雑に見えるこの世界は
単純な感情で動いている｡｣

最初に秘密を持ったのはいつだろう?
大人はみんな嘘が多すぎて忘れてる

通り抜ける風は 僕に語りかける
もう少ししたら夕立が来る

世界には愛しかない
(信じるのはそれだけだ)
今すぐ僕は君を探しに行こう
誰に反対されても
(心の向きは変えられない)
それが (それが) 僕の (僕の) アイデンティティー

｢空はまだ明るいのに､突然､雨が降って来た｡
僕はずぶ濡れになりながら､街を走った｡｣
｢夕立も予測できない未来も嫌いじゃない｡｣

最後に大人に逆らったのはいつだろう?
あきらめること強要されたあの日だったか・・・

アスファルトの上で雨が口答えしてる
傘がなくたって走りたい日もある

未来には愛しかない
(空はやがて晴れるんだ)
悲しみなんてその時の空摸様
涙に色があったら
(人はもっとやさしくなる)
それが (それが) 僕の (僕の) リアリティー

君に遭った瞬間 何か取り戻したたように
僕らの上空に虹が架かった

世界には愛しかない
(信じるのはそれだけだ)
今すぐ僕は君を探しに行こう
誰に反対されても
(心の向きは変えられない)
それが (それが) 僕の (僕の) アイデンティティー

｢全力で走ったせいで､息がまだ弾んでた｡
自分の気持ちに正直になるって清々しい｡
僕は信じてる｡世界には愛しかないんだ｡｣2016.8.10 意思 僕、僕ら 君 不定 未成年 街 夏 青、白 有 3 前向き 歩道橋
二人セゾン 二人セゾン
二人セゾン
春夏で恋をして
二人セゾン
二人セゾン
秋冬で去って行く
一緒に過ごした季節よ
後悔はしてないか?
二人セゾン

道端咲いてる雑草にも
名前があるなんて忘れてた
気づかれず踏まれても
悲鳴を上げない存在

誰かと話すのが面倒で
目を伏せて聴こえない振りしてた
君は突然
僕のイアホン外した

What did you say now?

太陽が戻って来るまでに
大切な人ときっと出会える
見過ごしちゃもったいない
愛を拒否しないで

君はセゾン
君はセゾン
僕の前に現れて
君はセゾン
君はセゾン
日常を輝かせる
昨日と違った景色よ
生きるとは変わること
君はセゾン
HA-

街を吹き抜ける風の中
何かの香りがしてたのに
振り返る余裕とか
興味もなかった

自分の半径1m
見えないバリア張った別世界
そんな僕を
連れ出してくれたんだ

What made you do that?

一瞬の光が重なって
折々の色が四季を作る
そのどれが欠けたって
永遠は生まれない

二人セゾン
二人セゾン
春夏で恋をして
二人セゾン
二人セゾン
秋冬で去って行く
儚く切ない月日よ
忘れないで

花のない桜を見上げて
満開の日を想ったことはあったか?
想像しなきゃ
夢は見られない
心の窓

春夏秋冬 生まれ変われると
別れ際 君に教えられた

君はセゾン
君はセゾン
僕の前に現れて
君はセゾン
君はセゾン
日常を輝かせる

二人セゾン
二人セゾン
春夏で恋をして
二人セゾン
二人セゾン
秋冬で去って行く
初めて感じたときめき
思い出はカレンダー
二人セゾン
HA-

僕もセゾン2016.11.30 恋愛 僕 君 男 不明 不明 不明 なし 有 14 前向き 道端
不協和音 僕はYesと言わない
首を縦に振らない
まわりの誰もが頷いたとしても
僕はYesと言わない
絶対 沈黙しない
最後の最後まで抵抗し続ける

叫びを押し殺す (Oh!Oh!Oh!)
見えない壁ができてた (Oh!Oh!)
ここで同調しなきゃ裏切り者か
仲間からも撃たれると思わなかった
Oh!Oh!

僕は嫌だ

不協和音を
僕は恐れたりしない
嫌われたって
僕には僕の正義があるんだ
殴ればいいさ
一度妥協したら死んだも同然
支配したいなら
僕を倒してから行けよ!

君はYesと言うのか
軍門に下るのか
理不尽なこととわかっているだろう
君はYesと言うのか
プライドさえも捨てるか
反論することに何を怯えるんだ?

大きなその力で (Oh!Oh!Oh!)
ねじ伏せられた怒りよ (Oh!Oh!)
見て見ぬ振りしなきゃ仲間外れか
真実の声も届くって信じていたよ
Oh!Oh!

僕は嫌だ

不協和音で
既成概念を壊せ!
みんな揃って
同じ意見だけではおかしいだろう
意思を貫け!
ここで主張を曲げたら生きてる価値ない
欺きたいなら
僕を抹殺してから行け!

ああ 調和だけじゃ危険だ
ああ まさか 自由はいけないことか
人はそれぞれバラバラだ
何か乱すことで気づく
もっと新しい世界

僕は嫌だ
不協和音で
既成概念を壊せ
みんな揃って
同じ意見だけではおかしいだろう
意思を貫け!
ここで主張を曲げたら生きてる価値ない
欺きたいなら
僕を抹殺してから行け!

不協和音を
僕は恐れたりしない
嫌われたって
僕には僕の正義があるんだ
殴ればいいさ
一度妥協したら死んだも同然
支配したいなら
僕を倒してから行けよ!

Discord Discord
Yeah! Discord2017.4.5 意思 僕 君 不定 不明 不明 不明 なし 有 4 前向き なし
風に吹かれても That's the way
That's the way

枯葉がひらひら 空から舞い降りて
舗道に着地するまで時間を持て余してた
思っていたより地球はゆっくりと回っている
胸の奥に浮かぶ言葉を拾い集めよう

ずっと前から知り合いだったのに
どうして友達なんだろう?
お互いがそんな目で
意識するなんてできなかった

風に吹かれても
何も始まらない
ただどこか運ばれるだけ
こんな関係も
時にはいいんじゃない?
愛だって 移りゆくものでしょ?
アレコレと考えても
なるようにしかならないし…

That's the way
That's the way

あの枝で揺れている一枚の葉みたいに
未来の君の気持ちは予想がつかなかった
なぜ奇跡的なチャンスを見逃してしまうんだろう?
時が過ぎて振り返ったらため息ばかりさ

ふいにそういうアプローチをすると
やっぱり気まずくなるのかな
恋愛の入り口に
気づかない方が僕たちらしい

風が止んだって
ハッピーでいられるよ
そばにいるだけでいいんだ
そんな生き方も
悪くはないんじゃない?
愛しさがずっと続くだろう
ハグでもキスでもない
曖昧なままで So cool!

成り行きに流されたらどこへ行くの?
あんなに眩しい太陽の日々よ
翳り行く思い出が消えるまで
僕たちは空中を舞っていよう
人生は (人生は)
風まかせ (風まかせ)
さよならまで楽しまなきゃ

風に吹かれても
何も始まらない
ただどこか運ばれるだけ
こんな関係も
時にはいいんじゃない?
愛だって 移りゆくものでしょ?

風が止んだって
ハッピーでいられるよ
そばにいるだけでいいんだ
そんな生き方も
悪くはないんじゃない?
愛しさがずっと続くだろう
ハグでもキスでもない
曖昧なままで So cool!

That's the way
That's the way
That's the way
That's the way2017.10.25 恋愛 僕たち 君 不定 不明 外 秋 なし 有 2 変化なし 枯葉
ガラスを割れ！ OH OH OH OH OH…
HEY!HEY!
OH OH OH OH OH…
HEY!HEY!

川面に映る自分の姿に
吠えなくなってしまった犬は
餌もらうために尻尾振って
飼い慣らされたんだろう
(BOWWOW)
噛みつきたい気持ちを殺して
聞き分けいいふりをするなよ
上目遣いで媚びるために
生まれて来たのか?
(HOUND DOG)

今あるしあわせにどうしてしがみつくんだ?
閉じ込められた見えない檻から抜け出せよ

Rock you!
目の前のガラスを割れ!
握りしめた拳で Oh!Oh!
やりたいこと やってみせろよ
おまえはもっと自由でいい 騒げ!
(OH OH OH OH OH…)
邪魔するもの ぶち壊せ!
夢見るなら愚かになれ
傷つかなくちゃ本物じゃないよ

他人を見ても吠えないように
躾けられた悲しい犬よ
鼻を鳴らしすり寄ったら
誰かに撫でられるか?
(BOWWOW)
リードで繋がれなくても
どこへも走り出そうとしない
日和見主義のその群れに
紛れていいのか?
(HOUND DOG)

すべて失っても手に入れたいものがある
がむしゃらになってどこまでも追い求めるだろう

Rock you!
抑圧のガラスを割れ!
怒り込めた拳で Oh!Oh!
風通しをよくしたいんだ
俺たちはもう犬じゃない 叫べ!
(OH OH OH OH OH…)

偉い奴らに怯むなよ!
闘うなら孤独になれ
群れてるだけじゃ始まらないよ

目の前のガラスを割れ!
握りしめた拳で Oh!Oh!
やりたいこと やってみせろよ
おまえはもっと自由でいい 騒げ!
(OH OH OH OH OH…)
邪魔するもの ぶち壊せ!
夢見るなら愚かになれ
傷つかなくちゃ本物じゃないよ

想像のガラスを割れ!
思い込んでいるだけ Oh!Oh!
やる前からあきらめるなよ
おまえはもっとおまえらしく 生きろ!
(OH OH OH OH OH…)
愛の鎖引きちぎれよ
歯向かうなら背中向けるな
温もりなんかどうだっていい

吠えない犬は犬じゃないんだ2018.3.7 意思 俺たち おまえ 不定 不明 不明 不明 なし 有 4 前向き なし  

 欅坂 46 も NGT48 や STU48 同様まだ芽が出て浅いグループである。だが、「ジャンル」

を見て分かるように【意思】に分類した詞が６曲中 4 曲であるのに対し、【恋愛】に分類し

た詞が 2 曲と【意思】に分類した詞の方が多く割合を占めている。また、【意思】をもつ詞

ではもはや定番となりつつある男性的一人称に「性別」【不定】の組み合わせが 100％で見

られ、【意思】の中でもより強い思いが詞には込められていることが予想つくであろう。 

 

 『サイレントマジョリティー』 (欅坂 46／2016.4.6) 

 君は君らしく生きて行く自由があるんだ 

 大人たちに支配されるな 

 初めから そうあきらめてしまったら 

 僕らは何のために生まれたのか? 

 夢を見ることは時には孤独にもなるよ 

 誰もいない道を進むんだ 

 この世界は群れていても始まらない 

 Yes でいいのか? 

 サイレントマジョリティー 

 

 『不協和音』 (欅坂 46／2017.4.5) 

 不協和音を 

 僕は恐れたりしない 

 嫌われたって 

 僕には僕の正義があるんだ 

 殴ればいいさ 

 一度妥協したら死んだも同然 

 支配したいなら 

 僕を倒してから行けよ! 

 

 また、欅坂 46 の【意思】に分類した詞は、それぞれを「ジャンル内」分類すると【対大

人】が 2 曲、【対同調】が 1 曲、【対建前】が 1 曲であった。現代に生きるまだ未成年が多

い欅坂 46 であるからこそ秋元が歌わせたかった【意思】と捉えることができよう。
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〇考察、結論 

 本節ではグループごとに分類結果を示してきたため、考察においてもグループごとに示

していくことにする。また、本節での考察が本研究の明らかにしたかったことであるため、

同時に結論という位置づけで述べていくこととする。 

 まず AKB48 の詞は、ほかのグループに比べて「ジャンル」や「人称」、「情景」において

ほぼすべての項目をオールマイティに制覇しており、対象全曲に近しい結果を得ることが

できた。だが、それらは決してマンネリ化しているわけでなく、詞同士の関連などにより

遊び心も含んでいてその技術も巧妙であることが伺えた。さらにそれらの中に「アイテム」

として時代に沿ったものを散りばめられていた。秋元は AKB48 に時代に沿った作詞を手掛

けることで、AKB48 が時代の中で輝き続けているアイドルであることを象徴しているので

あろう。 

 次に SKE48 は、他のグループに比べて「季節」や「色彩」の描写が多く、より色鮮やか

な「情景」が詞の中に作られていることがわかり、それでもって AKB48 同様時代の流れに

沿って輝き続けているアイドル像が描かれていると感じた。思えば、４８グループ、坂道

シリーズにはグループごとに公式の色が存在するのだが、AKB48 が淡い桃色である一方で

SKE48 は鮮やかなオレンジ色であった。それに合わせてビビッドであるがゆえに感じられ

る元気よさや活発さを公式色以外に詞の中でも、AKB48 との違いとしてキャラクター付け

をしているのではないかと考えた。 

 一方で NMB48 は、ほかのグループに比べて「情景」や「色彩」の描写が尐なく「アイ

テム」の表記もほとんどない。だが、「性別」の描写は多く記されていることがわかり、【男】

【女】の割合もほぼ均等であった。その背景には、【女】目線の【恋愛】が他のグループに

比べて多いことが挙げられ、純粋だった黒髪の尐女が年を重ねていくうちに大人の【恋愛】

に興味をもち、躊躇の気持ちはあったものの最終的にはそれに染まっていくといった詞ご

との関連性が AKB48 の詞ほどではないが見受けられた。そのため、【男】性のファンが多

いと予測される女性アイドルグループだが、NMB48 は尐なからず【女】性もターゲットに

していることが考えられる。それは、先駆グループである AKB48 の人気上昇に伴い、【女】

性も女性アイドルグループのファンになる文化が根付いてきた時期であったことが影響さ

れているのであろう。 

 そして HKT48 は、ほかのグループに比べて【学生】を描写する詞が多いことが分かった。

中でも【学生】の【恋愛】を描写する詞が多く、その「心情の変化」は【前向き】な詞と

【変化なし】の詞がほぼ同比率で存在し、成就するか否かで揺れる青春の【恋愛】の甘酸

っぱさを見ることができた。青春の【恋愛】は現役の【学生】にも、それ以上の年齢の人

にも共感できる部分が多い。NMB48 によって【男】性のほかに【女】性にも広げられたフ

ァン層を HKT48 で年齢を問わない老若男女にまで層を広げられた証拠と言えるであろう。 

 NGT48 は CD リリースが 3 曲しかない中ではあるが、男性的な一人称で歌われた【男】

性目線の【恋愛】をテーマにした詞が多いことから、割合だげで見ると対象全曲もしくは

AKB48 の詞と近しい部分があるように感じる。HKT48 で老若男女を問わない幅広い年齢

にファンを広げ、48 グループがある程度の地位を確立した後にまたもう一度原点に戻った

ような詞を手掛ける。そうすることで長年のファンや時が経つにつれて去ってしまったフ
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ァンに懐かしさを感じさせ、また新たに 48 グループを愛してもらおうという想いが込めら

れているように感じた。 

 また、STU48 もまだデビューして間もないグループである。リリース曲もデビュー曲の

１曲のみであり、『暗闇』というタイトルを持つ。だが、それは決して消極的な詞ではなく

【意思】をもつ【前向き】な詞であることが分かった。STU48 は他のグループと違い、固

定劇場ではなく船上劇場という瀬戸内海を回る船の上で公演を行うことが活動の中心であ

る。それはまだ未知の世界であり、言わば『暗闇』の状態。そこから大きなグループにな

るために【意思】をもち【前向き】に進んでいくとなればデビュー曲にはうってつけの詞

であるといえるのではないだろうか。 

 SDN48は分類結果でも先述したように他のグループより年齢層の高いグループであるこ

とから、他のグループに比べて【成人】の【恋愛】をテーマにした詞が圧倒的に多いこと

がわかった。また、「ジャンル内分け」でも【片想い】【両想い】【失恋】と曲数にしては豊

富な「ジャンル」が見られ、他のグループには手がけることのない【成人】の【恋愛】を

網羅し、一定層に特化した詞を提供していることもわかった。SDN48 が登場するまで、ア

イドルはどちらかというと若くてフレッシュなことが売りとされていたように思う。【恋愛】

にも純粋無垢なのがアイドルとされていたその概念を壊し、全く逆の【恋愛】にこなれた

アイドルを描くことで新たなファン層を獲得するにつながったと考えられる。 

 そして、乃木坂 46 は先述したように AKB48 の公式ライバルグループであることから、

AKB48 の分類結果の割合と似たものが多かった。そのため、「ジャンル」や「人称」「情景」

など主要な項目はほぼオールマイティーに見られたが、それぞれの詞の中で発生する「心

情の変化」で AKB48 との相違が見られた。AKB48 はその項目に関してもオールマイティ

ーであるため【前向き】も【後ろ向き】も【変化なし】も存在するが、乃木坂 46 には【後

ろ向き】の詞が存在しないのである。「心情の変化」に対し、【前向き】【後ろ向き】【変化

なし】が揃っていると、その多様性で共感を得ることができ、聞き手を詞の中に引き込む

ことが可能であるが、一方で【後ろ向き】な詞がないとなるとそもそも聞くだけで気持ち

が上向くことが考えられこれもまた聞き手を詩の中に引き込むことが可能であり、甲乙は

つけがたい。ライバル関係というものはグループ同士の立場だけでなく、詞からも発生さ

せられているのではないかと考える。 

 最後に欅坂 46 は全グループの中で唯一、【意思】をもつ詞が【恋愛】をテーマにした詞

を上回っていた。また、それらは全て男性的な一人称で歌われ、より力強く、【意思】強く

表現されていることが分かった。そこにはそれぞれ、【対大人】【対同調】【対建前】という

対象に向けての【意思】が見受けられたのだが、秋元はそれらの詞を通して聞き手に自身

が求めている理想の大人像を示しているように思う。また、未成年の今であるからこそ主

張するべきだという聞き手への後押しとも捉えられる。グループが増えていき、その分曲

を聞いてくれる人も多くなった。その時に満を持してデビューした欅坂 46 こそが秋元の最

もプロデュースしたかったアイドルの形であるのであろう。アイドルという人々から憧れ

注目される存在に自身の【意思】を託すことで、世の中に変化を巻き起こしたいという思

いが尐なからずあるのではないかと思わされた。
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第三章 今後の課題 

 

 今回は秋元康の現代の大所帯アイドルグループに焦点をあて分析し、それぞれに手がけ

られた詞の違いについて述べてきた。当初は８０年代に秋元が作詞を手掛けていたおニャ

ン子クラブの曲や秋元ではなくつんく♂が作詞を手掛けた曲も分類を進め、対象曲の比較

材料としたかったのだが、あまりにも調べるべき事柄が増えてしまったので断念をした。

そのため、今後は比較材料を含んだ上で再分析を行ないたいと思う。また、今回は 48 グル

ープと坂道シリーズおける CD の A 面曲を使用したが、彼女たちの曲には一枚の CD にお

いて選抜メンバー以外のメンバーも含まれたりと複数の敬体が存在するので、さらに曲数

を増やして分析していくことも行ってみたい。 

 今回の研究を通してアイドルはやはり偶像が見えてこその良さであると改めて感じた。

曲を聞くことはもちろん続けていくが、やはりそれに加えて歌って踊っている姿を見なが

ら、彼女たちに萌え続けて生きたいと思う。 
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・NGT48 公式サイト http://www.ngt48.co.jp/ 

 

・STU48 公式サイト http://www.stu48.co.jp/ 
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（最終ログイン日 2019 年 1 月 31 日） 

http://www.keyakizaka46.com/

