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序章 研究動機・目的 

 

 

 2008 年に TBS で放送されたテレビドラマ『ROOKIES』（原作：森田まさのり）は平均

視聴率 14.96％(https://artv.info/ar0804.html)を記録し、劇場版も上映されるなど人気ドラ

マとして世間に認知された。その『ROOKIES』のドラマ主題歌に用いられた曲が GReeeeN

の『キセキ』という曲である。私はこの時、小学 6 年生で『ROOKIES』を毎週欠かさず見

ており、ドラマで流れる『キセキ』の歌詞を必死になって覚えていた。この『キセキ』が

きっかけで GReeeeN というアーテイストを知り、今日に至るまで曲を聞き続けている。私

が中高生の時、GReeeeN の曲が好きだったのは、彼らの曲の歌詞は中高生時代に感じる葛

藤や未来に対する不安に共感し、励ましの言葉をストレートに表現するものが多い印象が

あった。その印象から、GReeeeN の曲の歌詞は聞き手を前向きにするものが多いのではと

考え、歌詞の表現特性を明らかにしたいと考え今回の研究に至った。 
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第一章  研究概要   

第一節  研究対象   

  第一項  GReeeeN について 

 

 

 GReeeeN(グリーン)はリーダーの HIDE(ヒデ)を中心とし、navi(ナビ)、92(クニ)、SOH(ソ

ウ)の男性 4 人組、福島県で結成されたボーカルグループである。2007 年 1 月 24 日シング

ル『道』でメジャーデビューしてから『愛唄』『キセキ』『遥か』『オレンジ』といった数々

のヒット曲を生み出している。その中でも『キセキ』は日本国内において着うたフルが最

もダウンロード販売されたシングル曲としてギネス世界記録に認定されている。また、メ

ンバー全員が歯科医師免許を持ち、医療との両立のために顔を伏せて活動をしている。作

曲については、名義では GReeeeN となっていることが多いが、メンバーの HIDE の実兄

であり、音楽プロデューサーとして活躍する JIN が携わっていることがある。そして、作

詞については、メンバーの navi が「わかりやすく、ストレートで、聴く人が自分の状況と

重ねあわすことのできるきっかけになる言葉がいいんじゃないかなと思います」と発言し

ていることから、「人に伝えること」を突き詰めた結果としてのシンプルさが聞き手に共感

できる形になっている。 

 また、楽曲だけでなく、GReeeeN を題材にした書籍「それってキセキ～GReeeeN の物

語～」（著・小松成美）や GReeeeN を主人公とした映画「キセキ-あの人のソビト-」（2017

年 1 月上映）の大ヒットにより彼らの生き方にも注目が集まっている。 

 

参考 URL 

http://greeeen.co.jp/profile GReeeeN オフィシャルサイト 

https://ja.wikipedia.org/wiki/GReeeeN ウィキペディア 「GReeeeN」 
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第二項  対象楽曲 

 

 

GReeeeN が 2018 年 3 月 31 日までに発売した曲計 117 曲を研究対象として集めた。曲

を集める際に「GReeeeN Oficial Website」（http://greeeen.co.jp/discograpy/533.html）を

参考にした。※2018 年 4 月 11 日に発売された『うれ D』のアルバムに収録されている曲

については含んでいない。また、他のアーティストと共に歌っている曲についても今回は

除外した。以下に今回の研究の対象曲を表記する。 

 

NO. 歌名 アルバム名・シングル リリース年代 

1 道 『あっ、ども。はじめまして。』 2007/6/27 

2 Day by Day 『あっ、ども。はじめまして。』 2007/6/27 

3 愛唄 『あっ、ども。はじめまして。』 2007/6/27 

4 HIGH G.K LOW~

ハジケロ~ 

『あっ、ども。はじめまして。』 2007/6/27 

5 NEW LIFE 『あっ、ども。はじめまして。』 2007/6/27 

6 子犬 『あっ、ども。はじめまして。』 2007/6/27 

7 MISS YOU 『あっ、ども。はじめまして。』 2007/6/27 

8 手紙～君たちへ～ 『あっ、ども。はじめまして。』 2007/6/27 

9 パリピポ 『あっ、ども。はじめまして。』 2007/6/27 

10 レゲレゲ 『あっ、ども。はじめまして。』 2007/6/27 

11 ミドリ 『あっ、ども。はじめまして。』 2007/6/27 

12 SUN SHINE!!! 『あっ、ども。おひさしぶりです。』 2008/6/25 

13 またね。 『あっ、ども。おひさしぶりです。』 2008/6/25 

14 キセキ 『あっ、ども。おひさしぶりです。』 2008/6/25 

15 君想い 『あっ、ども。おひさしぶりです。』 2008/6/25 

16 人 『あっ、ども。おひさしぶりです。』 2008/6/25 

17 サヨナラから始めよ

う 

『あっ、ども。おひさしぶりです。』 2008/6/25 

18 地球号 『あっ、ども。おひさしぶりです。』 2008/6/25 

19 旅立ち 『あっ、ども。おひさしぶりです。』 2008/6/25 

20 no more war 『あっ、ども。おひさしぶりです。』 2008/6/25 

21 BE FREE 『あっ、ども。おひさしぶりです。』 2008/6/25 

22 ボヨン科ボヨヨン歌 

～愉快な大人達～ 

feat.2BACKKA & 

 

『あっ、ども。おひさしぶりです。』 

 

2008/6/25 
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ユナイトバス 

23 涙空 『あっ、ども。おひさしぶりです。』 2008/6/25 

24 扉   

25 光 『塩、コショウ』 2009/6/10 

26 口笛 『塩、コショウ』 2009/6/10 

27 遥か 『塩、コショウ』 2009/6/10 

28 歩み 『塩、コショウ』 2009/6/10 

29 いつまでも 『塩、コショウ』 2009/6/10 

30 旅人 『塩、コショウ』 2009/6/10 

31 ハレルヤ！！！！ 『塩、コショウ』 2009/6/10 

32 STORY 『塩、コショウ』 2009/6/10 

33 刹那 『塩、コショウ』 2009/6/10 

34 冬のある日の唄 『塩、コショウ』 2009/6/10 

35 空への手紙 『塩、コショウ』 2009/6/10 

36 父母唄 『塩、コショウ』 2009/6/10 

37 絆 『いままでの A 面、B 面ですと！？』 2009/11/25 

38 DREAM 『いままでの A 面、B 面ですと！？』 2009/11/25 

39 UNITY 『いままでの A 面、B 面ですと！？』 2009/11/25 

40 街 『いままでの A 面、B 面ですと！？』 2009/11/25 

41 東南西北 ～全員集

合!!!!～ 

『いままでの A 面、B 面ですと！？』 2009/11/25 

42 ルーキーズ 『いままでの A 面、B 面ですと！？』 2009/11/25 

43 少年が故の情熱 『いままでの A 面、B 面ですと！？』 2009/11/25 

44 あの頃から 『いままでの A 面、B 面ですと！？』 2009/11/25 

45 アメアガリ 『いままでの A 面、B 面ですと！？』 2009/11/25 

46 声 『いままでの A 面、B 面ですと！？』 2009/11/25 

47 EZ シングル・ソラシド収録 2011/7/20 

48 歌うたわぬ！？～言

えるかな～ 

『歌うたいが～歌うたわぬ！？』※ 2012/6/27 

49 weeeek 『歌うたいが～歌うたわぬ！？』 2012/6/27 

50 ソラシド 『歌うたいが～歌うたわぬ！？』 2012/6/27 

51 恋文～ラブレター～ 『歌うたいが～歌うたわぬ！？』 2012/6/27 

52 Green boys 『歌うたいが～歌うたわぬ！？』 2012/6/27 

53 花唄 『歌うたいが～歌うたわぬ！？』 2012/6/27 

54 オレンジ 『歌うたいが～歌うたわぬ！？』 2012/6/27 

55 pride 『歌うたいが～歌うたわぬ！？』 2012/6/27 

56 緑のたけだ 『歌うたいが～歌うたわぬ！？』 2012/6/27 

57 ミセナイナミダハ、 『歌うたいが～歌うたわぬ！？』 2012/6/27 
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きっといつか 

58 every 『歌うたいが～歌うたわぬ！？』 2012/6/27 

59 ワイはワイワイでい

いワイ～おまえワ

ィ?～ 

『歌うたいが～歌うたわぬ！？』 2012/6/27 

60 OH!!!! 迷惑!!!! 『歌うたいが～歌うたわぬ！？』 2012/6/27 

61 友達の唄 『歌うたいが～歌うたわぬ！？』 2012/6/27 

62 星の降る夜に シングル『雪の音』収録 2012/12/19 

63 陽の光 シングル『桜 color』収録 2013/3/27 

64 未完成 ing シングル『未完成 ing』収録 2013/5/15 

65 ファンファーレ 『いいね！(´･ω･｀)☆』 2013/6/19 

66 あいうえおんがく♪ 『いいね！(´･ω･｀)☆』 2013/6/19 

67 HEROS 『いいね！(´･ω･｀)☆』 2013/6/19 

68 恋のワールド 『いいね！(´･ω･｀)☆』 2013/6/19 

69 フタリ 『いいね！(´･ω･｀)☆』 2013/6/19 

70 桜 color 『いいね！(´･ω･｀)☆』 2013/6/19 

71 BEST FRIEND 『いいね！(´･ω･｀)☆』 2013/6/19 

72 トゥルラッタッタッ

テ ィ オ ー ゥ イ エ

ー!!!! 

『いいね！(´･ω･｀)☆』 2013/6/19 

73 イカロス 『いいね！(´･ω･｀)☆』 2013/6/19 

74 Cooking 彼氏 『いいね！(´･ω･｀)☆』 2013/6/19 

75 両親への手紙 『いいね！(´･ω･｀)☆』 2013/6/19 

76 雪の音 『いいね！(´･ω･｀)☆』 2013/6/19 

77 ありがとうなんて言

わなくても 全部わ

か っ て る ん だ 

feat.JIN 

シングル『愛し君へ』収録 2013/8/21 

78 僕らは物語 シングル『僕らの物語』収録 2013/11/27 

79 エレグリトリカルパ

レード 

『今から親指が消える手品しまーす。』 2014/8/6 

80 オ ト ノ ナ ル ホ ウ

ヘ!!!! 

『今から親指が消える手品しまーす。』 2014/8/6 

81 愛し君へ 『今から親指が消える手品しまーす。』 2014/8/6 

82 crew 『今から親指が消える手品しまーす。』 2014/8/6 

83 風 『今から親指が消える手品しまーす。』 2014/8/6 

84 忍 『今から親指が消える手品しまーす。』 2014/8/6 

85 虹 『今から親指が消える手品しまーす。』 2014/8/6 

86 ガム  噛む  wonder 『今から親指が消える手品しまーす。』 2014/8/6 
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come 

87 愛すべき明日､一瞬

と一生を 

『今から親指が消える手品しまーす。』 2014/8/6 

88 僕らの物語 『今から親指が消える手品しまーす。』 2014/8/6 

89 いつもいつでも 『今から親指が消える手品しまーす。』 2014/8/6 

90 卒業の唄 ～アリガ

トウは何度も言わせ

て～ 

『今から親指が消える手品しまーす。』 2014/8/6 

91 あの日のオレンジ 『今から親指が消える手品しまーす。』 2014/8/6 

92 our song ～アナタ

ヘ～ 

『今から親指が消える手品しまーす。』 2014/8/6 

93 春を待ちわびて 『C、D ですと！？』 2015/6/24 

94 雨唄 『C、D ですと！？』 2015/6/24 

95 一番星 『C、D ですと！？』 2015/6/24 

96 ビリーヴ 『C、D ですと！？』 2015/6/24 

97 夏の音 『C、D ですと！？』 2015/6/24 

98 KARAKARA シングル『SAKAMOTO』収録 2015/8/19 

99 ハイタッチ!!!! シングル『beautiful days』収録 2016/7/27 

100 メシ I GOT IT ↑

↑ 

『縁』 2016/9/14 

101 beautiful days 『縁』 2016/9/14 

102 タンポポ 『縁』 2016/9/14 

103 OHA☆YOU 『縁』 2016/9/14 

104 SAKAMOTO 『縁』 2016/9/14 

105 始まりの唄 『縁』 2016/9/14 

106 遠くの空 指さすん

だ 

『縁』 2016/9/14 

107 笑顔 『縁』 2016/9/14 

108 アイコメテ 『縁』 2016/9/14 

109 夢 『縁』 2016/9/14 

110 あるいテコテコ シングル『あるいテコテコ』収録 2016/11/2 

111 eeeeveryday シングル『暁の君に』収録 2016/12/7 

112 暁の君に 『 ALL SINGLeeeeS ～ &New 

Beginning～』 

2017/1/24 

113 ソビト 『 ALL SINGLeeeeS ～ &New 

Beginning～』 

2017/1/24 

114 テトテとテントテン 

with whiteeeen 

シングル『テトテとテントテン with 

whiteeeen』収録 

2017/5/24 

115 サヨナラ ありがと シングル『テトテとテントテン with 2017/5/24 
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う whiteeeen』収録 

116 アリアリガトウ シングル『ハローカゲロウ』収録 2018/2/7 

117 ハローカゲロウ シングル『ハローカゲロウ』収録 2018/2/7 

 

※『歌うたいが歌うたいに来て歌うたえと言うが 歌うたいが歌うたうだけうたい切れば 

歌うたうけれども 歌うたいだけ 歌うたい切れないから 歌うたわぬ！？ 』が正式名

称。 

今回対象にした曲のリリース年代については、アルバムに収録されている曲は初出アル

バムのリリース年代に統一した。アルバムに一度も含まれていない曲はシングルのリリー

ス年代とした。 
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第二節 研究方法 

 

 

 今回、GReeeeN の歌詞における表現特性を明らかにするにあたって、7 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「生き方に関する思想」「恋愛」「応援」「他者への感謝」「その他」の５つに分け

て分類した。 

 

「対象」 

歌詞内において、誰に向けて歌われているかを分析した。 

 

「人称」 

歌詞に出てくる一人称・二人称を抽出した。 

 

「色彩」 

歌詞に用いられる色彩を表す言葉を抽出した。 

 

「歌詞のタイプ」 

 歌詞の内容が主題型と話題型のどちらかに分類した 

 

「主題の捉え方」 

 「歌詞のタイプ」で「主題型」となった曲についてその主題を前向き・後ろ向きのどち

らに捉えているか分類した。 

 

「歌詞内の感情」 

「愛」「意欲」「感謝」「勇気」「希望」「寂しさ」「悲しみ」の 7 つの感情がどれぐらいの

割合で歌詞中に存在するのかを分類した。 
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その各項目を下記のように Excel で表にまとめた。 

 

 

 

 

 

この表を用いて対象全曲における各項目の割合や傾向を調べ、各項目に対する曲数など

も出していき、それを参考に考察を行う。 

 

また１つの分析項目だけでなく、野浪正隆研究室の「複数列一括集計表作成」 

（http://www.osaka-kyoiku.ac.jp/~kokugo/nonami/java/shuukei_mult_k.html） 

というソフトを用いて以下のような集計表を出し、対象全曲における項目の関連を見た。 

  

http://www.osaka-kyoiku.ac.jp/~kokugo/nonami/java/shuukei_mult_k.html
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第三節  予想される結論 

 

 

GReeeeNの代表曲と言えばオリコンランキングから『愛唄』や『キセキ』といった恋愛ソ

ングであると言えるが、その他にも『道』や『扉』など、恋愛ソングではない曲も人気曲

であると言える。私自身、GReeeeNの曲と言えばどれも聞き手を前向きにさせる曲が多いと

いうイメージを持っている。聞き手に共感を与え、前向きにさせるために、第一章第一節

第一項でも引用したように、メンバーの naviはストレートで分かりやすい表現を使ってい

ると述べている。この表現方法はデビューした当初から約１０年間、変わることがなく、

それが GReeeeN の曲の良さとして今日に至るまでの人気に繋がっていると考える。 

今回の研究では GReeeeN の表現特性の普遍性を明らかにすることができるのではないか

と考える。 
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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 研究方法で述べたように分析結果を出す。 

〇各項目の分析結果 

<ジャンル> 

全曲を「生き方に関する思想」「恋愛」「応援」「他者への感謝」「その他」の５つに分けて

分類した。 

 

「生き方に関する思想」…自己完結し、生きていく中での考え方や姿勢を歌っている曲 

「恋愛」…主人公の恋心を第三者に向けて吐露している曲 

「応援」…聞き手を意識して生きていく中での考え方や姿勢を歌っている曲 

「他者への感謝」主人公の第三者への感謝の気持ちが分かる叙述がされている曲 

そして、この４つのジャンルに当てはまらないものを「その他」とし、全曲におけるこ

の５つのジャンルの割合をグラフにした。 
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「恋愛」の曲は全体の３割程度であった。GReeeeN のヒット曲である『愛唄』や『キセキ』

のイメージから「恋愛」の曲が全体の１位を占める割合かと予想していたが、GReeeeN の 

オリコンランキングトップ 10（https://www.oricon.co.jp/prof/411658/rank/single/）を

参考にしたところ１位、２位は「キセキ」と「愛唄」であったのに対し、３位から９位ま

では「生き方に関する思想」の曲が５曲、「応援」の曲が２曲であり、１０位に『雪の音』

で「恋愛」の曲がランクインしていた。オリコンランキングを参考にしてもこの「恋愛」

の曲の割合は妥当であることが分かった。 

最も割合が高かったのは「生き方に関する思想」だった。この「生き方に関する思想」

は今日を一生懸命に生き、明日に希望を持って生きていくといった思想が見られた。 

「応援」の曲については「生き方に関する思想」の特徴である「明日に希望を持って生

きていく」ことを第三者に向けて歌い、励ましている歌詞であり「生き方に関する思想」

から派生したジャンルであるため、３番目に多いジャンルとなった。 

  

https://www.oricon.co.jp/prof/411658/rank/single/
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<対象> 

歌詞内において、誰に向けて歌われているかを分析した。二人称の「君」が歌詞内にお

ける主人公とどのような関係に当たるのかを考えた。「聞き手」とは歌詞内の主人公との関

係が不明であり、かつ「君」という二人称が使われており、聞き手を「君」として歌われ

ていると判断した場合に分類したものである。 

 全７項目を以下のようにグラフにまとめた。 

 

最も割合が高いのが「聞き手」となっており、全体の約半分を占めている。また、ラブ

ソングの要素となる「恋人」「元恋人」「好きな人」の項目で見てみると、恋人関係が既に

成立した状態の「恋人」「元恋人」よりもそれ以前の状態である「好きな人」を対象とした

曲のほうが多いことが分かった。そこで、GReeeeNの「好きな人」を対象とした曲の共通点

を分析した。 

  

 

16%

7%

6%

12%

4%

46%

9%

対象

友達 恋人 元恋人 好きな人 親 聞き手 その他
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『あいうえおんがく♬』 

君と話したいことがある 

それを思うとワクワクするよ 

君と近くに居ても居なくても 

そんな素敵な日々です 

 

『あの日のオレンジ』 

ああ 眠れない夜で 君は今 何をしてるかな 

あんなに ほら 素敵な笑顔で笑うなんて ずるいよね 

 

明日 また今日以上に 君と話が出来るかな 

そんな事を 想ってたら また眠れなくなるね 

 

『トゥルラッタッタッティオーゥイエー!!!!』 

夢の中では 全てうまくいってる 

あとはどうすれば リアルに世界 うまくいくかな 

 

『テトテとテントテン』 

ああ全然今日も 眠れなくて 

いつの間にか君思い出して 

 

以上の曲はすべて「好きな人」を対象とした曲の一部であり、共通点が見られた箇所を

抽出した。共通点として考えられるのは、主人公の精神世界で恋愛感情を持つ相手である

「君」を想い、感情が高ぶっていく姿が多くみられた。また、「君」を想うことで、眠れな

い夜を過ごすという表現が数回見られることから、この表現は GReeeeN にとっては相手を

想う主人公の心の葛藤とその時間の長さを表すうえで最もわかりやすい表現として用いら

れていると考える。 
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続いて、「友達」を対象とした曲について分析していく。GReeeeNの代表曲といえば、〈ジ

ャンル〉でも述べたように『愛唄』や『キセキ』などがあげられ、どちらもラブソングに

分類される。しかし、GReeeeN の曲全体で見てみると、恋愛対象に次いで「友達」を対象と

している曲が多いことが分かった。 

 そこで、「友達」を対象とする曲についても分析を行い、共通点を見出すことが出来た。 

 

『少年が故の情熱』 

どんな時も 忘れちゃいけない 幼き日に感じた心 夢に溢れてた 

真っすぐな ただ真っすぐな 想いのかけら集めてみれば きれいな笑顔となる 

 

誰しもあるだろう? こんな風な話を 

少し思い出して思う My way気付くはずだろう 

無くしたもの今ありますか? 隠した心はいつからか? 

 

『卒業の唄』 

振り返れば 色んな事 乗り越えもしたし 負けてもきた 

その全ては 君が居たから 忘れ得ない日々に想えるんだね 

 

 『DAY by DAY』 

Day by Day 思い出すあの日の melody 楽しい みんな仲間を忘れないよ 

いつまで経ってもそういないぞ 

 

「友達」を対象とした曲では「忘れない」というキーワードは他にも使われており、

GReeeeN の対象を「友達」とする曲では、友達と過ごした日々を「忘れない」という意識が

強く反映されていることが分かった。また、その日々を忘れないための「思いだす」とい

う行為も歌詞の中では多用され、「忘れない」というキーワードと共によく用いられている

ことが分かった。「忘れない」「思いだす」というキーワードが多用されていることから、「友

達」を対象とする曲の傾向として、歌詞中の主人公と対象とする友達は現在は距離的に離

れている曲が多かった。そして、離れ離れになっても、友達と過ごした日々を思い出し、

現在の生活と比べて、自分の生き方について改めて考えようとする主人公像が 18 曲中 10

曲で見られた。 
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<人称> 

・一人称 

歌詞に出てくる一人称について調べ、その種類と曲数をまとめて以下のような表にした。

（「僕」のように漢字表記とカタカナ表記で分かれるものは別の認証として考えた。） 

 

一

人

称 

僕 ボク 僕ら ボクら 僕たち 私 わたし 俺 オレ 

曲

数 

6４ 

 

２ 37 

 

1 ５ ７ 

 

１ ４ １ 

 俺ら 俺たち オレたち われわれ なし 

 ７ ５ １ １ １３ 

 

GReeeeN の曲では多くの種類の一人称が見られた。「僕」という言葉１つにしても漢字表

記とカタカナ表記で使い分けられており、また、「僕ら」のように複数を表す一人称を用い

た曲も多く見られた。 

「僕」に関しては、ジャンルに問わず多くの曲で一人称を表す言葉として用いられてお

り、データからもわかるように、GReeeeN の曲で最も使われている一人称である。また、「僕」

が多用される中で「私」が使われるときは、明確に歌詞中の主人公の性別が女性になるこ

とも分かった。 

他の一人称を見てみると「僕」が多い中「俺」という一人称も使われていることが分か

った。「俺」「俺ら「俺たち」「オレたち」が使われている曲は以下の 12曲であった。 

（ここからは「僕ら」は「僕」、「俺たち」「俺ら」などは「俺」というように、より抽象

度を上げて説明していく。） 

 

曲名 一人称 

HIGH G.K LOW ～ハジケロ～ 俺ら 

パリピポ 俺ら 

ボヨン科ボヨヨン歌 ～愉快な大人達～ 俺、俺ら、オレ 

緑のたけだ 俺たち 

レゲレゲ 俺ら サビ 「俺」 

絆 俺ら、僕 HIDE 92 

声 俺、僕 HIDE 92 

サヨナラから始めよう 俺、僕 HIDE 92 

手紙～君たちへ～ 俺ら、僕、僕ら 92 HIDE 

ハレルヤ!!!! 俺、僕 92 92 

UNITY 俺ら、僕ら 92 HIDE、92 

weeeek オレたち、僕ら、

僕たち 

92 92 
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以上の 12 曲を曲名と一人称に分けたのちに、「僕」と「俺」が使い分けられている曲に

ついてはサビを GReeeeN のメンバーの誰が歌っているのかが分かるようにし、また「俺」

を含んだ歌詞を歌っているのはどのメンバーなのかも分かるように表にした。 

一貫して「俺」を一人称にした曲は音調の点からアップテンポで勢いが感じられる曲に

使われていることが共通点として挙げられた。 

また、「僕」と「俺」が使い分けられる曲についてはある特徴が見られた。GReeeeN の曲

は高い声が特徴の HIDE が中心的に歌う曲と低い声が特徴の 92 が中心的に歌う曲の２つの

大きなパターンがある。そこで、中心的に歌うとする基準をサビの部分を歌う方と定め、

その中で「俺」をどちらが歌っているか分析した。 

このように分析してみると、「僕」と「俺」が使い分けられる曲については、７曲中６曲

で 92が歌うパートで「僕」から「俺」に使い分けられていることが分かった。また、HIDE

がサビ歌う曲では 92 が「俺」を、92 がサビを歌う曲では HIDE が「俺」を歌っていること

が分かった。 

 

 

・二人称 

 続いて同じように二人称についても分析を行った。 

 

二

人

称 

君 キミ 君ら あなた アナタ アイツ 父さん母さん 

 

なし 

曲

数 

72 

 

2 1 

 

9 4 2 

 

１ 27 

 

 

二人称は全曲の訳 77.0％の曲に使われており「君」という二人称が大きな割合を占める

ことが分かった。一人称と比べて種類はそこまで多くはなく、大きく「君」と「あなた」

に分けられている。また、曲中で二人称が使い分けられている曲は１曲もなく、基本的に

１度使われた二人称が一貫して使われていることが分かった。 
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<色彩> 

 

曲中に出てくる色彩を表す言葉を抜き出し、以下の表を作った。同系色は曲が違ってい

てもまとめている。 

 

１ 瑠璃色 

１ 夕焼け色 

１ グレー 

１ コンジキ色 

１ 空色 

１ 暁色 

１ エメラルドブルー 

１ 蒼い 

１ 黄色 

２ サクライロ、桜 color 

２ GREEN、ミドリ 

３ 白い 

３ オレンジ色、オレンジ 

３ 真っ赤、赤く、赤 

３ 青色、青、青い 

３ 七色 

計２８曲  

 

色彩語が使われている曲が全 28 曲あることが分かった。これは全体の約 23％を占める割

合となっている。集計結果から、色の３原色の「赤、青、黄」のうち「赤、青」は多用さ

れ「黄」は少ないという結果が出た。また、「赤」と「青」と同じ数使われている「白」「七

色」「オレンジ」について GReeeeN の曲ではどんな役割をしているのかを考えていく。 

 

・「白」 

「白」が使われている曲と歌詞の一部を抽出した。 

 

『星の降る夜に』 

寒い夜に 2人 歩いた帰り道 

お気に入りのコートも 白いマフラーも 

あの日の君の笑顔も かじかんだ手のひらも 

 

『冬のある日の唄』 

1人待ってるあなたに駆け寄った時 

ほら 空から舞い降りる 白い光たち 
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2人過ごしてるこの街を 

粉雪が全て白く染めていく 

 

『雪の音』 

ため息一つ 白く染まる 何気ない横顔 いつも居る 

行き場の無い 恋心は 恥ずかしがって わかんなくって 

遠回りしてるの､ 

 

 このように、「白」が使われている曲については、〈ジャンル〉が「恋愛」に分類され、

歌詞世界の季節が必ず冬に特定されている曲に使われていることが分かった。また、この

３曲には必ず「雪」という単語が使われていることも分かった。つまり、GReeeeN は「白」

と「雪」を関連させて使うことで、歌詞世界を真っ白に染め上げ、そこで展開される冬の

男女の恋愛模様を作り上げていることが分かった。 

 

・「七色」 

「七色」が使われている曲と歌詞の一部を以下のように抽出した。 

 

『ガム 噛む wonder come』 

西から東へ 雲を掻き分けて 

七色の橋 渡ってきた 

君に逢いたくて 風船ガムで 

フワフワとここに来たんだ 

 

『虹』 

これからの景色 どこまでも描こう 心のキャンバスを七色で 

遥か彼方まで 続いてく旅路 それでも進んでいれば いつか 

きっとあの地平線の先 虹をかけにいこう 

 

きっと世界 70億の 生きる日々(みち)それぞれ違うもの 

誰もが迷いながらも生きていて 違う光を放って笑って見せて 

大事なもの守った everyday 描いて繋がり星は七色の虹をかけるさ 

 

ありがとう 君が教えてくれたもの それを音や言葉にのせ歌おう 

君が笑うから 立ち向かっていける 七色の光 集めた虹 

 

『恋文～ラブレター～』 

通り雨は 2人の瞳に 七色の虹見せた 

晴れの日も 雨の日も 側にいる幸せ 
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 『ガム 噛む wonder come』では主人公が第三者に会いたいと感じている時に「七色」

が使われている。続いて『虹』では、主人公が生きていく希望を感じている時に「七色」

が使われている。そして、『恋文～ラブレター～』は「虹」を見た後に主人公が好きな人と

いる「幸せ」について述べている。ここから、「七色」はプラスの感情を主人公が抱いてい

る時に歌詞世界を彩る色彩として共通して用いられていることが分かった。  

 

・「オレンジ色」 

「オレンジ色」が使われている曲と歌詞の一部を以下のように抽出した。 

 

『あるいテコテコ』 

見た事ないもの 景色 ニオイ 全て キミとボクの宝物 

海山川全部 楽しんでこう 

いつも一緒だよ うちに帰る空がオレンジ色のボクら照らす 

 

『オレンジ』 

雨があがった 校庭の隅で 

オレンジの背中 私を待っててくれたって 

気付いた日から 

 

それからの帰り道は 2人で並んで歩いた 

笑顔 泣き顔 全て オレンジ色に染めて 

 

ああ 君が好き 君が好き 

あの日見上げた星を今日も 

夕焼け色の中 見つけたよ 

どうしようもないくらい 

こみ上げるオレンジ 

 

『テトテとテントテン with whiteeeen』 

ああ いつか『オレンジ』が唄ってた 

愛なんか 恋なんか みたいにさ 

 

『あるいテコテコ』は少し変わった歌詞の内容になっており、「ボクら」の「ボク」は擬

人化された「靴」の一人称になっており、二人称である「キミ」は靴を履く人間のことを

指し、ストーリーが展開されていく。その「ボクら」が家に帰る時間帯は夕方であり、夕

方の空が「ボクら」を「オレンジ色」に照らしているのなら、この曲における「オレンジ

色」は夕陽の色だと考えられる。しかし、「空」が「オレンジ色のボクら」を照らすという

叙述になっていることから、夕陽の色を表すだけでなく、GReeeeNが考える独特の「オレン

ジ色」に対する考え方があるはずだと考えた。 

この曲では「ボクは キミの事を キミの事を 側で見てるよ昨日できなかった 逆上
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がりで泣いてた事も」という歌詞があることから、「ボク」を履いている「キミ」の年齢は

小学校ぐらいの歳だと推測される。また、「海山川全部 楽しんでこう いつも一緒だよ 

うちに帰るといつも泥だらけで可笑しくなるね」などの叙述から、少年の「キミ」が毎日

を生き生きと過ごしていることが曲全体から読み取れる。 

この少年を「オレンジ色」としたことから、GReeeeN は『あるいテコテコ』では、毎日が

冒険のようで、楽しく生きていく少年の姿や心を「オレンジ色」として表したのではない

かと考えた。 

 

続いて『オレンジ』の歌詞に出てくる「オレンジ」、「オレンジ色」について考えていく。

この曲のジャンルは「恋愛」になり歌詞中の主人公の一人称が「私」となっているため、

性別は女性と確定できる。歌詞全体の内容としては「私」が学生時代の好きな人との出来

事やその人への気持ちを振り返り、今もなお好意を持ち続けていることが分かるものとな

っている。そして、タイトルが『オレンジ』であるため、歌詞中に出てくる何度か出てく

る「オレンジ」が何かを象徴しているものだと考えやすい。ここから、歌詞中の３つの「オ

レンジ」について考えていく。 

 

まず１つ目は「雨があがった 校庭の隅で オレンジの背中 私を待っててくれたって」

という箇所である。この歌詞の直前で「夕焼け染まる背中が 振り返り目があった瞬間(と

き) 赤く染めた頬を 空の色のせいにした」という歌詞があることから、この「オレンジ」

は雨があがり、夕陽の光が「私」の好きな人に当たり、「夕焼け染まる背中」の言い換えで

「オレンジの背中」と表現されていることが分かる。 

 続いて二つ目の「オレンジ」については少し順序が変わるが、「ああ 君が好き 君が好き 

あの日見上げた星を今日も 夕焼け色の中 見つけたよ どうしようもないくらい こみ

上げるオレンジ」の箇所について考察していく。「こみ上げるオレンジ」というのは「私」

の気持ちであることが明らかである。そして、その直前で「君が好き 君が好き」と学生

時代に好きだった人への気持ちを現在になっても持ち続けていることがここで分かる。そ

の気持ちから、学生時代に見た景色を思いだして込み上がってきたものが「オレンジ」で

あることから、この曲では「オレンジ」は学生時代の恋する気持ちの葛藤や衝動を象徴し

ていると考えられる。このようにして考えた時、「夕焼け染まる背中」から「オレンジ色の

背中」に言い換えられることで、主人公である「私」が「君」を好きになったことが暗示

されていると考える。また、「笑顔 泣き顔 全て オレンジ色に染めて」という箇所では、

「私」が夕陽に当たる「君」の笑顔、泣き顔の全てが愛おしいと感じていると推測できる。 

 

 最後に『テトテとテントテン with whiteeeen』で出てくる「オレンジ」だが、この「オ

レンジ」は「愛なんか 恋なんか」という歌詞が GReeeeN の『オレンジ』の歌詞の引用の

ために「オレンジ」が使われている。この歌だけで考えた場合、ここに出てくる「オレン

ジ」は先述したように、歌詞の引用のための「オレンジ」である。しかし、他の曲で使わ

れている「オレンジ」が表す象徴性を加味してみると、学生時代の恋する気持ちの葛藤や

衝動をもっと簡単でストレートに表すために「オレンジ」という言葉を歌詞に入れ、色彩

表現を取り入れたのではないかと考える。 
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参考 URL  

http://hacosato.hatenablog.com/entry/20120520/orange 5 日と 20日は歌詞で遊ぼう  

http://hacosato.hatenablog.com/entry/20120520/orange


25 

 

〈歌詞のタイプ〉 

 歌詞の内容において、ある出来事や事象に対する考えや気持ちを綴っている曲について

は「主題型」とし、出来事や事象が主に中心に書かれている曲は「話題型」と設定した。

この観点から、全曲の歌詞の内容を分析した結果が以下のグラフになる。 

 

 

 

 全曲の約９割を占める曲が「主題型」の歌詞になっており、様々な種類の主題が見られ

その主題を曲の「ジャンル」として後に考察していく。続いて、「話題型」とした曲の特徴

を説明していく。 

 

『歌うたわぬ！？～言えるかな～?』 

歌うたいが歌うたいに来て 

歌うたえと言うが 

歌うたいが 

歌うたうだけうたい切れば 

歌うたうけれども歌うたいだけ 

 

『OH!!!! 迷惑!!!!』 

｢街のはずれでシャバダバー♪｣ 

なんて歌を歌ったら 

コンジキ色したランプ 

物置で光りだした 
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『歌うたわぬ！？～言えるかな～』は一部を抜粋した歌詞になるが、この後に続く歌詞

も同様に「歌うたい」というキーワードをもとにして、早口言葉のように綴られている。

この歌詞の内容には事象や出来事が一切なく、ただ言葉を並べている曲であるために、話

題型とした。また、『OH!!!! 迷惑!!!!』については、抜粋した歌詞が歌詞中で展開される

ストーリーの起に当たる部分であり、後に続く歌詞は歌い手の考えや気持ちよりもストー

リーが先行していくために、主題が読み取れなかったために「話題型」とした。 
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〈主題の捉え方〉 

 GReeeeN の多くの曲を聞いている私は、多くの曲が前向きなメッセージを持ち、聞く人

を応援したり、励ましたりする曲ではないかと考えた。そこで、前節で歌詞の内容から「主

題型」と「話題型」に全曲を分別し、その中で「主題型」の曲の主題の捉え方について調

べていき、データから正確な値を出していきたいと考えた。主題の捉え方を「前向き」「後

ろ向き」の２つに分けて分析していった結果が以下のようになった。 

 

主題の捉え方 曲数 ％ 

前向き 96 93.2％ 

後ろ向き 1 0.1％ 

後ろ向き→前向き 3 2.9％ 

前向き→後ろ向き 0 0.0％ 

どちらでもない 3 2.9％ 

 

 

前節でも述べたように曲の主題は様々であったが、１曲１曲見ていくとどの主題に関し

てもほとんどの曲が前向きに捉えていることが分かった。後ろ向きに主題を捉えている曲

は１曲だけであり、失恋の曲であった。主人公が立ち直れず、気持ちを引きずっている姿

が曲全体を通して見られ、変化がなかった。また、歌詞の最初は後ろ向きに捉えていても

最終的には前向きになる曲も３曲見られ、この内の２曲は恋愛ソングであり、恋人を失っ

た気持ちから立ち直り、前向きになろうとする曲であった。さらに、表を見てみると、「前

向き→後ろ向き」の曲は１曲もなく、主題の捉え方に変化があるとしても、必ず「後ろ向

き→前向き」になることも分かった。 

これらのことから、GReeeeN は主題を後ろ向きに捉えて聞き手の感情移入から共感を誘

う曲がごくわずかで、どんな主題でも前向きに捉えて聞き手を応援し、前向きにさせる曲

が９割を超えることが分かった。 
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〈歌詞内にある感情〉 

 GReeeeNの曲を通して、複数の歌詞の中に存在すると考えられる感情について分析した。 

よく見られると考えた感情は「愛」「意欲」「感謝」「勇気」「希望」「寂しさ」「悲しみ」の

７つである。この７つの定義づけを歌詞を引用しながら説明していく。 

  

「愛」 

 

『愛唄』 

｢ねぇ､大好きな君へ｣笑わないで聞いてくれ 

｢愛してる｣だなんてクサイけどね 

 

『あの日のオレンジ』 

僕くらい 君のことを 好きな人は きっと居ないはずだよ 

この世界で君が居てくれれば 何もいらないんだ 

 

 以上の２曲のように主人公が第三者のことを「好き」といった言葉が歌詞中にあり、自

身の恋愛感情を表現している場合には「愛」という感情があると考えた。 

 また、「好き」という言葉が歌詞中になくても、行動から主人公が第三者に「愛」を感じ

ている場合についても「愛」があると考えた。一例が次の曲である。 

 

『父母唄』 

だけどたまに見かけた寂しい顔がかなりバカらしい悲しい過去 

って気付いたから 僕の方から 今度電話かけてみるから 

 

 この曲は親に対して感謝を綴っているものになっているが、その中で主人公が親を想っ

て電話をかける行動を起こしている。この行動には主人公の親への「愛」が存在している

と分かることから、行動で「愛」が読み取れる歌詞がある曲に関しても「愛」の感情が歌

詞内にあると考えた。 

 

「意欲」 

 

『Green boys』 

僕ら何度でも 何度でも 立ち上がるから 

越えて行くんだろ? いつも信じてるから 

 

『フタリ』 

こんな僕に今出来る事 数えるくらいしかないけれど 

君のそばで 一緒に日々を生きる 

 

 以上の２曲のようにある事柄に対して自分なりの意思や考え方が見られる場合について
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「意欲」と定義づけた。 

そして、以上の２曲からも分かるように「意欲」の感情が存在する曲では自分の生き方

に対して前向きに捉える姿勢が見られることが大きな特徴として言えることが分かった。 

 

「感謝」 

 

『アイコメテ』 

私はあなたに何ができたの 

ねぇ母さん いつもありがとう 

 

『君想い』 

楽しいことばかりではないが 君が居てくれたから乗り越えてこれた 

本当君にありがとう これからもあげたいよ何かを 

 

 以上の２曲のように「ありがとう」という言葉が歌詞中にあり、主人公が第三者に感謝

の気持ちを抱いていると読み取れる場合に「感謝」の気持ちがあると考えた。 

 

「勇気」 

 

『暁の君に』 

それぞれ抱えた未来に向かい 信じて進んで 違えた誓い 

 

『歩み』 

泣いてないで マジデカイ夢 掴む心を忘れないで 

消えない勇気を心刻み 見えない明日を切り開く鍵 

 

 「勇気」に関しては「意欲」の定義と重なるところがあるが、主人公が現在から予測で

きない未来に対して前向きに進んでいく意思が見られた場合に限って、「意欲」ではなく「勇

気」と定義づけて分析を行った。 

 

「希望」 

 

『愛し君へ』 

これから先 何年 何十年と 変わらない僕らがいいね 

 

『EZ』 

君の隣で いつか話して 笑顔引き出して 笑えたらいいな 

 

 「希望」は以上の２曲から分かるように主人公の未来に対する願望を綴っている場合に

存在すると考えた。 
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「寂しさ」 

 

『一番星』 

もう出かけるよ 寂しくなるけど 

誰かに 見送られるのは 苦手だから 

 

『桜 color』 

｢桜の花が咲きました｣ この街でも同じ色で 

まだ見慣れない景色の中 淋しさこらえ 笑ってみるよ 

 

 「寂しさ」の感情は「寂しい」「淋しい」といった言葉が書かれている場合に「寂しさ」

の感情が存在すると定義した。 

 また、「寂しさ」の感情があると定義した曲では、以上の２曲からも分かるように主人公

が新たな場所に行き、知人と離れる場合に「寂しい」という感情を抱くことが特徴として

見られた。 

 

  

「悲しみ」 

 

『アメアガリ』 

 SO 同じ時を過ごしていた日は 嬉しさを見失い 悲しさ増えツラい 

 

『雨唄』 

二人が離れたこの雨の日は 

ずっと悲しく降り続く 私の涙 

 

「悲しみ」の感情も「寂しさ」の感情と同様に「悲しさ」や「悲しい」といった言葉が書

かれている場合に「悲しみ」の感情が存在すると定義した。 

 また、それだけでなく『雨唄』からも分かるように、悲しみを感じ「涙を流す」といっ

た行為が見られる場合についても「悲しみ」の感情が歌詞内に存在すると考えた。 
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この７つの感情が全曲においてどれだけの割合で含まれているのかを分析した。結果が

以下の表になる。（１曲に対して複数の感情があるため、曲数は全体の数を超える） 

 

歌詞内の感情 曲数 計 117 曲に対する割合 

愛 40 34.2％ 

意欲 98 83.8％ 

感謝 24 20.5％ 

勇気 15 12.8％ 

希望 38 32.5% 

寂しさ 8 6.8％ 

悲しみ 9 7.7％ 

 

 ７つの感情の割合を表から見てみると、「意欲」「勇気」「希望」「感謝」のプラスの感情

が「寂しさ」や「悲しみ」のマイナスの感情を大幅に上回ることが分かった。〈歌詞内のタ

イプ〉で明らかになったように、「前向き」な曲が全体の中の９割を超える結果になったこ

とは歌詞内の感情から裏付けられていることが分かった。 

 また、「愛」が存在する曲は全体の 34.2％を占める結果となった。他の分析項目である「ジ

ャンル」では「恋愛」の曲が全体の 28％を占めていた。「ジャンル」の「恋愛」の曲の割合

よりも「歌詞内の感情」の「愛」が少し増えた理由として、親に対する曲が数曲あり、そ

の中で子どもの親への思いやりが見られ、「愛」の感情が存在すると考えたためであった。 
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〇２項目分析結果 

 各項目の分析項目から、複数の項目を関連させて分析を行った。さらにそこから、カイ

の自乗値（実現値と期待値の食い違い）から、相関の根拠を示していく。カイ自乗値、ク

ラメール指数の説明については以下のサイトを参考に分析を行った。 

 

・カイ自乗値‥実現値と期待値の食い違いのことを表す。この値が大きければ大きいほど、

２つの項目の関連性が強いと言えるだけの合理的な根拠になる。 

カイ二乗検定 https://atarimae.biz/archives/13683 

 

〈ジャンル‐人称〉 

 ２項目を関連させた表を作成する際に、第二章第一節 対象全曲の〈人称〉で「僕」と

「ボク」のように意味は同じでも漢字表記とカタカナ表記の違いがある場合に別の人称と

して取り扱ったが、今回はばらつきが出るためにこのような違いのある人称は全て漢字表

記に統一した。また、「僕ら」のように複数形の一人称についても単数の一人称である「僕」

に統一した。 

 

・一人称 

  一人称 

  なし われわれ 俺 僕 僕、俺 私 

ジャンル 

       

その他 6 1 4 6 2 0 

他者への感謝 0 0 0 4 0 3 

応援 1 0 0 11 0 0 

恋愛 3 0 1 24 0 4 

生き方に関する思想 3 0 1 40 2 1 
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集計した結果から、最も多く使われていた一人称である「僕」はジャンルとの関連では

「生き方に関する思想」と「恋愛」に集中して使われていることが分かった。また、「私」

については女性視点の「恋愛」の曲に用いられていることが分かった。そして、〈一人称〉

が「私」で〈ジャンル〉が「他者への感謝」の曲は『アイコメテ』『アリアリガトウ』『両

親への手紙』の３曲であり、どれも〈対象〉を「親」とする曲であることも明らかになっ

た。 

 

 次にカイの自乗値を見ていく。 

 

カイ自乗値 (実現値と期待値のくい違い) 

＼ なし われわれ 俺 僕 僕、俺 私 

その他 7.16 4.32 9.4 4.41 2.81 1.3 

他者への感

謝 
0.78 0.06 0.36 0.23 0.24 13.28 

応援 0.08 0.1 0.62 0.6 0.41 0.82 

恋愛 0.09 0.27 0.25 0.02 1.09 1.5 

生き方に関

する思想 
0.95 0.4 0.83 1 0.1 1.52 

 

 表の結果から〈ジャンル〉の「他者への感謝」と〈一人称〉の「私」のカイ自乗値が 13.28

と最も大きい値であることから、１番関連し合っていると言える。つまり、先述したこと

を踏まえると、GReeeeN の曲では、〈ジャンル〉が「他者への感謝」で〈人称〉が「私」

である曲は〈対象〉は「親」になる可能性が高いことが分かった。 
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・二人称 

＼   二人称 

  ＼ 

あな

た 

その

他 

な

し 

アイ

ツ 

君 

ジャン

ル 

       

その他 1 1 10 0 7 

他者への感謝 4 0 0 0 3 

応援 0 0 0 0 12 

恋愛 5 0 0 1 26 

生き方に関する思

想 

2 1 17 1 26 

 

 二人称については１番多く使われていた「君」が〈ジャンル〉との関連で見ると、「生き

方に関する思想」と「恋愛」と同数で使われていることが分かった。また、〈ジャンル〉が

「応援」の曲では必ず「君」を用いて、聞き手にメッセージを伝えていることが分かった。 

 

カイ自乗値 (実現値と期待値のくい違い) 

＼ あなた その他 なし アイツ 君 

その他 0.62 2.03 5.48 0.36 2.97 

他者への感

謝 
15 1.26 1.62 0.12 0.46 

応援 1.23 2.15 2.77 0.21 2.56 

恋愛 0.9 5.74 7.38 0.38 1.64 

生き方に関

する思想 
1.65 6.55 3.49 0.05 0.47 

  

 カイ自乗値を見てみると、〈人称〉の「あなた」と〈ジャンル〉の「他者への感謝」の値

が 15.0 と２項目の関係の中で最も関連して歌詞に書かれていることが分かった。 
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〈ジャンル‐色彩〉 

 

 色彩についても「瑠璃色」は「青」といったように、同系色はまとめて分析した。 

 

＼   色彩表現 

  ＼ その他 オレンジ ピンク 灰 白 緑 虹 赤 青 黄 

ジャンル 

その他 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 

他者への感謝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

応援 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

恋愛 0 3 0 1 3 0 1 2 2 1 

生き方に関する思想 1 0 2 0 0 2 1 0 5 0 

 

 〈ジャンル〉と〈色彩〉の関連結果から、GReeeeN の曲では「恋愛」の曲に色彩表現が

多用されていることが分かった。また、第二章第一節 対象全曲でも述べたように、「オレ

ンジ」は恋する気持ちの葛藤や衝動を象徴した色と推測したことから、「恋愛」の曲に多く

分布されていた。 

 〈色彩〉の中で１番多く使われていた「青」は「恋愛」と「生き方に関する思想」の２

つに大きく分かれて使われていることが分かった。 

 また、「他者への感謝」、「応援」の曲にはほぼすべての曲に色彩表現が用いられないこと

が分かった。これは、歌詞世界を色彩表現で彩るよりも、メッセージ性のある言葉を並べ

てまっすぐに聞き手に思いを伝えることを重視したのではないかと考えた。 
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 〈ジャンル〉と〈色彩表現〉のカイ自乗値を出す際に、関連性が全くなかった「他者へ

の感謝」の項目は削除して計算している。 

カイ自乗値 (実現値と期待値のくい違い) 

＼  その他  オレンジ  ピンク  灰  白  緑  虹  赤  青  黄  

その他  1.58 0.90 0.45 0.23 0.68 0.45 0.15 0.15 0.24 0.67 

応援  0.23 5.88 0.06 0.03 0.10 0.06 0.10 0.10 0.32 0.06 

恋愛  2.94 1.04 0.84 0.80 2.41 0.84 0.05 0.44 1.15 0.03 

生き方に関す

る思想  
0.89 1.42 2.35 0.35 1.06 2.35 0.00 1.06 0.59 0.71 

 

 結果を見てみると〈ジャンル〉の「応援」と〈色彩〉の「オレンジ」が 5.88 と最も高い

値を出している。先述した２項目の関連結果表でも「恋愛」と「オレンジ」を結び付けて

考えたが、関連性が最も強いのは「応援」と「オレンジ」であることが分かった。 
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〇考察 

 

GReeeeN の曲の特徴として、〈ジャンル〉に関しては「生き方に関する思想」が最も多

い項目となった。「生き方に関する思想」の曲では様々な思想がある中で、共通して多い特

徴が、どの曲も聞き手が前向きになれるようにシンプルで分かりやすい表現をしているこ

とだった。例を挙げると『花唄』の「今君だけに出来る形で 大きな花を咲かせてやれ」のよ

うに「君」という二人称を使って聞き手に向けて前向きなメッセージ性を持つ曲や『ビリ

ーブ』の「別に特別な力があるわけじゃない 諦めないって決めただけ それを信じてんだ 僕が

続ければ終わらない 未だ旅の途中 あと一歩 もう一歩 歩き続ける」といった歌詞のように一

人称を「僕」とし、聞き手が自分自身を「僕」に投影できるようにすることで、歌詞内の

生き方に関する前向きな思想を受け取る曲といった二種類の「生き方に関する思想」の曲

のパターンがあるのではないかと考えた。 

 さらに〈対象〉の結果については約５割を占める割合で「聞き手」を対象とする曲があ

ることが分かった。曲の歌詞の対象は「友達」や「恋人」などがあるが、その対象は歌詞

内の対象であり、歌詞外の対象は全て曲を聞く聞き手になるはずである。しかし、その歌

詞内の対象から「聞き手」である曲が約５割を占める割合で作られていることは、歌詞内

の対象を立てて間接的に聞き手にメッセージを伝えるのではなく、歌詞内に聞き手を引き

込み直接的にメッセージを伝えることを GReeeeN は重視したと考えられる。これは、第一

節 研究対象 第一項 GReeeeN についてでも述べたように、GReeeeN が「人に伝える

こと」を突き詰めたことが起因すると考える。 

 以上のことから、GReeeeN の表現特性は曲の〈対象〉が工夫されることで、聞き手にス

トレートに前向きなメッセージを伝えることを大きな特徴とし、それが今日までの

GReeeeN の人気に繋がっていると考えた。 
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第二節 各アルバム収録曲について 

 

 GReeeeN が 2018 年３月までに発売したアルバムの発売日とアルバム名、当時のオリコ

ン週間ランキングを表にまとめた。 

 発売日 アルバム名 オリコンランキング 

1st 2007 年 6 月 27 日 あっ、ども。はじめまして。 2 位 

2nd 2008 年 6 月 25 日 あっ、ども。おひさしぶりです。 1位 

3rd 2009 年 6 月 10 日 塩、コショウ 1 位 

4th 2012 年 6 月 27 日 歌うたいが～歌うたわぬ！？ 2 位 

5th 2013 年 6 月 19 日 いいね！(´･ω･｀)☆ 3 位 

6th 2014 年 8 月 6 日 今から親指が消える手品しまーす。 2 位 

7th 2016 年 9 月 14 日 縁 4 位 

 ※『いままでの A 面、B 面ですと！？』『C、D ですと！？』『ALL SINGLeeeeS~&New 

Beginning』などの１度アルバムで出た曲と他の曲を再収録したアルバムについては今回は

除外した。 
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〇各項目の分析結果 

 第一章第二節 研究方法で述べたように各アルバム収録曲における各項目の割合を出し、

そこから分析していく。 

 

〈ジャンル〉 

 

 生き方に関する思想 恋愛 応援 他者への感謝 その他 

1st 36.4％ 27.3% 0.0% 0.0% 36.4% 

2nd 33.3% 41.7％ 0.0％ 0.0% 25.0％ 

3rd 38.5% 15.4% 23.1％ 7.7％ 15.4％ 

4th 64.3% 14.3% 7.1％ 0.0% 14.3％ 

5th 16.7％ 50.0% 8.3％ 16.7％ 8.3％ 

6th 42.9％ 21.4% 21.4％ 7.1% 7.1％ 

7th 66.7% 16.7% 0.0％ 8.3％ 8.3% 

 

  1st アルバムと 2nd アルバムから、GReeeeN のデビュー当初では直接聞き手に向かって

考え方を伝える「応援」の形ではなく、歌詞中の主人公の自己完結した考え方を見せるこ

とで、聞き手を励ます「生き方に関する思想」の曲が主流だったことが分かった。 

 基本的に、対象全曲における項目分析で分かったように、アルバム内のジャンルの割合

についても「生き方に関する思想」が最も高い割合を占めている場合が多い。しかし、2nd

アルバムでは「恋愛」の曲が 41.7％、5th アルバムでは 50.0％と半分の割合を占めていた。

2nd アルバムと 5th アルバムの収録曲の中には『キセキ』と『雪の音』が収録されている。

この二曲はシングル総売上ランキングの１位と 10 位の曲である。ここで GReeeeN のアル

バムに収録する曲の傾向として、「恋愛」の曲がヒットした場合にその曲が収録されるアル

バムには同じように「恋愛」の曲が複数収録されるのではないかと考えた。 
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〈対象〉 

 

 ここでは〈ジャンル〉から明らかになった結果とも関連付けて分析を行っていった。 

 

 恋人 元恋人 好きな人 親 友達 その他 自分 聞き手 

1st 18.2％ 0.0% 0.0% 0.0% 27.3％ 9.1％ 9.10％ 36.4％ 

2nd 16.7％ 16.7％ 33.3％ 0.0% 8.0％ 8.0％ 0.0% 25.0％ 

3rd 18.2％ 0.0% 9.1％ 9.1％ 18.2％ 0.0% 9.10％ 45.5％ 

4th 0.0% 0.0% 14.3％ 0.0% 7.1％ 14.3％ 21.4％ 42.9％ 

5th 8.3％ 0.0% 58.3％ 8.3％ 25.0％ 0.0% 0.0% 16.7％ 

6th 21.4％ 0.0% 7.1％ 0.0% 14.3％ 14.3％ 21.4％ 28.6％ 

7th 0.0% 8.3％ 8.3％ 16.7％ 0.0% 0.0% 50.0％ 16.7％ 

 

1st アルバムでは〈ジャンル〉を「恋愛」とする曲が全体の 27.3％を占めていたが、その

「恋愛」の曲全てが対象は「恋人」に向けての曲であることが分かった。しかし、それ以

降のアルバムでは、主人公と対象の恋人関係がはっきりしない、片想い、失恋などの「恋

愛」の曲が作られ、「好きな人」を対象とする曲が収録されていることも分かった。 

また、「友達」を対象とする曲が 7th アルバムを除きすべてのアルバムに収録されていた。

ここで、1st アルバムと 6th アルバムに収録されていた対象が「友達」の曲の共通点につい

て見ていきたい。 

 

『手紙 ～君たちへ～』 

僕らあの頃と 変わらずに笑おう 

さあ 止まらずに歩こう 明日に立ち向かおう 

 

『卒業の唄』 

これから どこかにある 出逢うべき 素敵で少し辛いことは 

きっと それぞれ違うけれど 

心の中で 君が隣で 

笑い合った日々を胸に さあ 

 

第二章第一節 対象全曲の〈対象〉のところでも述べた特徴がこの２曲に共通して見ら

れる。それは、離れ離れになっても、友達と過ごした日々を思い出し、現在の生き方を前

向きに捉えることである。この『手紙～君たちへ～』から『卒業の唄』が発売されるまで

の期間は約７年間である。７年経っても見られるこの特徴は GReeeeN の表現特性の普遍性

であると言える。 
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〈人称〉 

  

・一人称 

 僕 俺 私 その他 なし 

1st 〇 〇    

2nd 〇 〇   〇 

3rd 〇 〇 〇  〇 

4th 〇 〇   〇 

5th 〇  〇 〇  

6th 〇  〇  〇 

7th 〇  〇   

  

どのアルバムも第二章第一節 対象全曲の〈対象〉の分析で分かったように１番多く使

われていた一人称である「僕」は全てのアルバムで使われていた。ここで GReeeeN がデビ

ューしてから現在までの約１０年間を５年間ずつで「前半」「後半」で分けた。すると、「俺」

という一人称は前半は使われていたが、後半からは一度も使われていないことが分かった。

反対に「私」という一人称が「俺」が用いられなくなって以降の全てのアルバムで使われ

ていることが分かった。ここから、前半では歌詞中の主人公の性別が男性が主流であり、

後半では女性を主人公とする曲が増えたことが分かった。これは GReeeeN の表現特性の１

つの変化であると言える。 

 

 

・二人称 

 君 あなた アイツ その他 なし 

1st 〇    〇 

2nd 〇    〇 

3rd 〇 〇   〇 

4th 〇 〇 〇  〇 

5th 〇 〇   〇 

6th 〇 〇   〇 

7th 〇 〇  〇 〇 

二人称については「君」と「あなた」がどのアルバムにもよく使われている二人称であ

ることが分かった。また、どのアルバムにも二人称が用いられない曲が必ずあることも分

かった。 
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〈色彩〉 

 

曲中に出てくる色彩表現の色を抽象化して、各アルバムでどんな色彩表現が為されてい

くのか見ていく。 

 

 赤 ピンク オレンジ 黄 青 緑 白 その他 計 

1st         0.0% 

2nd     〇 〇   25.0% 

3rd     〇  〇  18.9% 

4th 〇  〇 〇 〇 〇  〇 42.9% 

5th  〇     〇  16.7% 

6th     〇   〇 28.6% 

7th 〇  〇 〇 〇    14.3% 

 

まず、注目してほしいところは１st アルバムの特異性である。他のアルバム全てには必

ず色彩表現があるのに対して、１stアルバムだけ色彩表現が一切ないことが分かった。 

全体の色彩表現を通して、青系統の色が多用されていることも分かった。それ以外の色

はどれも１、２回程度しか使われていないことも分かった。 
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〈歌詞のタイプ〉 

 各アルバムで「主題型」と「話題型」がそれぞれどの割合で収録されているのかを表と

横棒グラフにした。 

 

 主題型 話題型 

1st 72.7％ 27.3％ 

2nd 83.3％ 16.7％ 

3rd 92.3％ 7.7% 

4th 78.6％ 21.4％ 

5th 91.7％ 8.3％ 

6th 100.0％ 0.0％ 

7th 100.0％ 0.0% 

 

 

0 20 40 60 80 100

7th

6th

5th

4th
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2nd

1st

話題型

主題型

 

1stアルバムから5thアルバムまでの約６年間は主題型が７割以上を超える状況を保ちつ

つも、話題型も必ず収録される傾向が続いていたことが分かった。しかし、話題型が収録

される割合は減少傾向にあり、6th・7th アルバムとここ最近に発売されたアルバムでは主

題型が 100％で話題型が 0%と極端な結果が出た。ここから、近年 GReeeeN は聞き手に主題

の考え方から共感させ、励ましを与える歌詞表現を中心的に曲を作っていることが分かっ

た。 
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 〈主題の捉え方〉 

  

 前向き 後ろ向き 後→前 どちらでもない 

1st 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 

2nd 80.0％ 0.0% 10.0％ 10.0％ 

3rd 83.3％ 0.0％ 8.3％ 8.3％ 

4th 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0% 

5th 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0% 

6th 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0% 

7th 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0% 

 

 各アルバムの〈主題の捉え方〉については、第二章第一節 対象全曲で〈主題の捉え方〉

を唯一「後ろ向き」とした『雨唄』がどのアルバムにも収録されていなかったために、全

てのアルバムで〈主題の捉え方〉が「後ろ向き」になる曲はなかった。 

 また、「後ろ向き」から「前向き」に変わる曲は 2ndアルバムでは『サヨナラから始めよ

う』、3rdアルバムでは『空への手紙』が収録されていた。『サヨナラから始めよう』は失恋

から立ち直り、『空への手紙』は主人公が大切な人を失った悲しみから立ち直ろうとするま

でを描いている。ここで、他のアルバムの収録曲を見ると、失恋の曲や誰かを失った悲し

みを歌っている曲が１曲も収録されていない。そのために、全ての曲が〈主題の捉え方〉

が「前向き」になっていると言える。 

 第二章第一節 対象全曲で〈主題の捉え方〉が「前向き」であった曲が全曲を通して 93.2％

であったことからも、どのアルバムも８割から１０割で「前向き」な曲が収録されている

ことが分かった。 
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 〈歌詞内の感情〉 

 

 愛 意欲 感謝 勇気 希望 寂しさ 悲しみ 

1st 27.3％ 91.0％ 27.3％ 0.0％ 18.2％ 0.0％ 0.0％ 

2nd 42.0％ 66.7％ 25.0％ 0.0％ 42.0％ 8.3％ 25.0％ 

3rd 25.0％ 91.7％ 16.7％ 16.7％ 25.0％ 8.3％ 25.0％ 

4th 14.3％ 78.6％ 0.0％ 7.1% 35.7％ 0.0% 7.1% 

5th 66.7％ 91.7％ 33.3％ 25.0% 25.0% 16.7% 0.0% 

6th 42.9% 85.7％ 14.3％ 21.4% 35.7% 14.3% 0.0% 

7th 25.0% 91.7％ 41.7％ 16.7% 41.7% 0.0% 0.0% 

 

 どのアルバムの曲にも必ず存在する感情がこの表から「愛」「意欲」「希望」であることが

分かった。そして、どのアルバムでも「意欲」の感情が最も多く存在することが分かった。 

また、各アルバムの〈主題の捉え方〉で分かったように 2nd アルバムと 3rd アルバムは

「後ろ向き」から「前向き」に主題の捉え方が変わる曲が収録されていることが起因して、

「寂しさ」や「悲しみ」といったマイナスの感情が他のアルバムと比べ多い割合になって

いた。
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○考察 

 アルバムの売り上げと関連させて考えると、オリコンランキング１位を取った 2nd アル

バムと 3rd アルバムでは収録されている曲の〈ジャンル〉の割合が違っている。2nd アル

バムでは「恋愛」の曲が４割を超えるアルバムになっており、その他の〈ジャンル〉は「生

き方に関する思想」と「その他」だけである。代わって 3rd アルバムでは「恋愛」の曲が

2nd アルバムに比べると減少し１割５分の割合で収録されている。さらには「応援」や「他

者への感謝」など 1st・2nd アルバムには収録されていなかった〈ジャンル〉の曲も増えて

いる。   

2nd アルバムは片想いや失恋、または付き合っている彼女に向けての歌といった様々な種

類の「恋愛」の曲が収録されているが、どの曲も相手への好きな気持ちをストレートに表

現している。そうすることで、どんな人が聞いても自分を歌詞中の主人公に置き換えるこ

とができ、現在の自分の状況と同じ「恋愛」の曲に共感を持ったり、疑似恋愛を楽しむこ

とが出来ることが GReeeeN の歌詞の表現特性の魅力の 1 つであることが分かった。 

 3rd アルバムでは歌詞のストレートさによる分かりやすさに加えて、〈二人称〉の「君」が

聞き手を指し、〈ジャンル〉が「応援」の曲が増えたことが 2nd アルバムに続いて 1 位を獲

得できた要因であると考えた。デビュー当初から常に分かりやすくストレートな歌詞で曲

を作ってきた GReeeeN だったが、3rd アルバムから〈歌詞内の対象〉を「聞き手」とする

曲が増えたことで、聞き手が歌詞内の主人公に自らを投影し、曲中の「生き方に関する思

想」を受け取るだけでなく、歌詞内の主人公に自らを置き換えずそのまま聞き手に GReeeeN

が考える思想を伝えることが出来るようになったことが GReeeeN の歌詞の表現特性の変

化であることがわかった。 

 このように、アルバムの売り上げ枚数と関連させて考えた時、2nd アルバムで分かった歌

詞の表現特性の魅力や 3rd アルバムで分かった表現特性の変化を織り交ぜることで、現在

に至るまでの約１０年もの間、世間からの人気を獲得してきたと考える。 
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第三章 結論と今後の課題   

 

第一節 結論 

 

第三節 予想される結論で述べたように約１０年間で GReeeeN の表現特性の普遍性は

分析した結果、複数見つかった。第一章第二節 研究方法で述べた分析項目ごとに見てい

くと、〈ジャンル〉においては全曲を通しての割合から「生き方に関する思想」が最も多い

項目となった。それに比例して、各アルバム収録曲のジャンルを見ても「生き方に関する

思想」は全７つのアルバムの中の５つのアルバム収録曲のジャンルで最も多い割合を占め

るジャンルとなった。「生き方に関する思想」では歌詞内の主人公が自らの考えを自己完結

するため、聞き手はその主人公に寄り添い、自らを主人公に置き換え、自身の価値観に訴

えかける。GReeeeN の歌詞は主人公が考える主題を聞き手が持つ一般的な価値観に出来る

だけ近づけ、前向きな言葉で聞き手を励ましたり、共感させたりする表現特性が大衆の支

持を得てきたと考えられる。 

また、言葉を使って分かりやすくストレートに表現するだけでなく、色彩表現から言葉

では表すことが難しい人間の恋心も「オレンジ」という色を使ってより簡単に GReeeeN が

考えるイメージを聞き手に伝わるように表現していることが分かった。4th アルバムの『オ

レンジ』では「雨があがった 校庭の隅で オレンジの背中 私を待っててくれたって 気付いた

日から」という歌詞があり、7th アルバム『beautiful days』では「過ぎゆく日々に 流され

ながら 今日の目に映る空の色は ただ夕焼け色に 僕を染めてく」といった歌詞がある。

（※夕焼け色はオレンジ色と見なした。）「オレンジ」の表す象徴性については第二章第一

節 対象全曲についての〈色彩表現〉で述べているが、両曲はどちらも主人公の片想いの

気持ちを綴っている曲であり、4thアルバムが発売され 7thアルバムが発売された約四年の

間「オレンジ」の持つ象徴性が継続して用いられていることから、今後 GReeeeNが曲中に

オレンジ色を用いる場合に、今回の研究で判明した象徴性を表している可能性が高いので

はないかと考える。つまり、GReeeeNが曲を作る上で今後も続いていく歌詞の表現特性の普

遍性であると考える。 

今回の研究で、GReeeeNの歌詞の表現特性の普遍性を見てきた。しかし、約１０年の間で

〈人称〉など変化した表現特性もあった。しかし、それでも彼らの簡単で分かりやすくス

トレートな言葉選びは変わらず、今もなおそのスタイルを維持しながら、聞き手を前向き

にし、聞き手の価値観を揺さぶる曲を作っていることが分かった。 
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第二節 今後の課題 

 

 今回の研究では、大きく７つの項目から分析を進めていったが、その他に GReeeeN が曲

を作る中でどのような言葉を多く用いて、どの言葉同士が関連し合っているのかなどを見

ていくことが出来なかった。GReeeeNが分かりやすくストレートな歌詞を作るように心がけ

ていることからも「言葉」に着目して分析をしていきたい。 

また研究の最中に発売された『うれ D』に収録されている曲については研究の対象外とし

たため、今回の研究で分かった GReeeeN の表現特性の普遍性が当てはまるのかを改めて分

析していく必要がある。 
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終章 おわりに 

 

 今回の研究は卒業生の方が行っていたアーティストの歌詞分析に興味を持ったことから

始まった。自分が今までで最も長い間曲を聞き続けているアーテイストであった GReeeeN

についての研究だったため、分析中に昔聞いていた曲に再び出会うことがあり、懐かしさ

を感じながらも興味を持って進めることができた。今後も自分は GReeeeNの曲を聞き続け、

１人のファンとして彼らを応援したい。そして、今回の研究で明らかになった表現特性を

頭の片隅に置きながら曲を楽しみたい。 

 

 最後になりますが、卒業論文が煮詰まった時に、ゼミに行けば毎度楽しく進めさせても

らいました。他のゼミ生の方のおかげでこの２年間楽しみながらも学ぶことが出来ました。  

そして、何度質問しても優しくご指導してくださった野浪先生に本当に感謝しております。

このゼミを選んで正解だったと感じています。２年間本当にありがとうございました。 

 


