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第一章 研究動機

電車の中、自転車の上、街を行く人たち、周りを見渡すとイヤホンやヘッドホンをつけ
ている人が嫌でも目に入る。電子機器の小型化が進み、なにもかもが片手に収まるように
なってから、音楽はますます身近となり、多くの人にとって毎日に欠かせないものとなっ
ている。
その良し悪しはともかく、私もそういう人たちの中の一人だ。では、多くの人が音楽に

夢中になるのはなぜだろう。理由は千差万別で、「これだ」というものを定義することは
できないが、私と同じように邦楽、J-POP をよく聞く人は大きく二種類に分けられる気が
する。
それは、「曲がいいから」もしくは「歌詞がいいから」である。ここでの曲とは楽曲そ

のものではなく、メロディであり、リフであり、ベースラインであり、ビートであり、諸
楽器が奏でる音を指す。
私はまさしく「曲がいいから」基準で好きな曲、聞く曲を選んでいる。むしろB-DASH1

のように、場合によっては曲が良ければ歌詞はほとんど意味がないとさえ考えている。

では、歌詞の存在意義はないのだろうか、作り手のエゴでしかないのだろうかと考える
と、決してそんなことはない。実際「歌詞がいい」と評価される曲も数多く存在する。歌
詞について論じることについて見崎鉄氏は著書『J-POPの日本語 ―歌詞論―』2p.12で下
記のように述べている。

しかしそれでも、歌詞について論じることは次の三つの点で意味がある。
一つ目は、歌詞は気に留めないという人でも「これ、詞がいいよね」という歌がある。

たとえば最近では「明日があるさ」がそうである。また、浜崎あゆみの甲斐隆に共感す
るという女性も少なくない。かつては、歌手本人が書いた歌詞はスターの内面を窺い知
る手がかりになり、歌詞を通してスターに接近できるという機能を果たしたかもしれな
いが、今では聞き手が自分を映す鏡として機能しているようだ。だから共感という言葉
が使われる。
また、椎名林檎は歌というジャンルを超えて文学的な興味の持たれ方をすることがあ

る。辻仁成や町田康といったミュージシャン出身者が芥川賞を取ったりするので、ひょ
っとして J ポップの歌詞は文学作品の宝庫、は言い過ぎでも期待くらいはされているの
ではないか。
（中略）
三つ目は、Jポップは若者にとって空気のようにどこにでもあり、かつ、なくてはなら

ないサウンドスケープになっている、という現状だ。Jポップを朝から晩まで聞いていた

1 日本のスリーピースロックバンド。Vo.Gt であるGONGONの作詞は「適当アドリブめ
ちゃくちゃ語」と言われている。
2 見崎鉄 『J-POPの日本語 ―歌詞論―』 （彩流社 2002年7月20日 発行） p.12



という、J ポップ依存症の人もいるだろう。

このように歌詞について論じる意味を述べたうえで、氏は同著 p.13 においてさらに歌詞
の批評について以下のように述べている。

だがその歌詞についての批評は、供給量の割には極めて少ない。歌詞は楽曲の従属物
であり、言語の作品としての自己完結性を持たない中途半端な存在だと思われているた
めか、詩や小説が批評されるようには批評されていない。
一方で、本を読まなくなった若者にとって、言語の作品として歌詞が持つ重みが相対

的に増している。若者は本棚に詩集の代わりに CDを並べている。彼らはCDの歌詞カ
ード、テレビの歌番組やカラオケのモニターに流れるテロップに「詩」を感じている。
（中略）
歌詞ばかりを集めた『歌謡曲』、『歌王』、『歌BON』といった月刊誌がある（後に

季刊になったものもある）。毎月三〇〇曲近い歌詞が掲載されているが、これらの本は
いわば詩のアンソロジーといってよく、これが今の若者の文芸なのである。そうであれ
ば、歌詞という文芸形態によって何が語られているか検討してみる価値はある。
（中略）
近頃の国語の教科書を見ると、歌詞は詩であるという認識は教育の場では広がりつつ

あるようだ。（中略）平成十四年用の中学校の国語教科書には松任谷由実の「春よ、来
い」（光村図書）や中島みゆき「永久欠番」（東京書籍）等があった。「春よ、来い」
の鑑賞の手引きにはこうある。
「作者は、どんなふうに春を受け止め、どんな言葉で伝えようとしているのだろう。

話し合いの中から、作者のものの見方、感じ方をとらえよう。」
やはり詩を読むように歌詞を読ませようとしている。もっともこれは、歌詞は詩であ

ると認めたからそうするというより、たんにこういう教材を取っかかりに利用しようと
いうことかもしれない。教える側にも、歌詞は詩なのかという迷いや、逆にそれを教材
にしない手はないという戦略があるのだろう。いずれにしても、これほど世の中にあふ
れている歌詞を無視し続けることはできないという思いが、お堅い教科書に軟弱なポッ
プスがのる理由なのだろう。

(見崎鉄 『J-POP の日本語 ―歌詞論―』 （彩流社 2002 年 7 月 20 日 発行）
p.12)

以上のように、特に現代の若者にとって歌詞は自分を投影する写し鏡として、文学的コ
ンテンツとして大きな役割を果たしていると考えられる。しかし、音楽に流行があるよう
に歌詞にも流行があるのではないかと考えられる。実際、長く第一線で活躍するアーティ
ストもいれば、毎年新たに有名になって音楽シーンを彩るアーティストがどんどん出てく



る。今年に限って言えば、King Gnu、Official 髭男 dism、あいみょん、米津玄師などが代
表的である。新たなアーティストが次々と現れるのに対し、「歌詞」は変わらず一定の概
念のまま存在しているように思う。

歌詞が写し鏡であったり、文学であったりとある程度社会から求められるものが反映さ
れているのに対しある一定を保ち続けているように感じるのは、歌詞の内容・性質が時代
に合わせてゆっくりと変化しているからではないだろうか。

そこで、「平成30年間」と範囲を限定して、その中でヒットした楽曲の歌詞に着目する
ことで、人々が歌詞に求めるものや、その変化をある程度明かにすることができるのでは
ないかと考えた。

第二章 研究概要
第一節 研究対象
第一項 対象楽曲

本研究はヒットソングの歌詞の変遷を調査するものである。したがって、ここでは「多
くの聞き手が、相応の対価を払ってまで聞きたいと思った」曲をヒットソングと定義し、

１、オリコン年間シングルチャート 1～5位 （1989 年～2018 年）3

２、TSUTAYA 年間シングル CD レンタルランキング 1～5位 （2009 年～2018 年）
３、レコチョク 年間ダウンロードランキング 1～5 位 （2018 年）

から計 205 曲を研究対象として抽出した。対象楽曲は以下図１に示している。

当初上記1「オリコン年間シングルチャート 1～5位 （1989年～2018年）」のみを研
究対象としていたが、時代の流れに伴う CD売り手市場の変化により CDに握手券やライ
ブ先行チケットなどの付加価値を加えることが多くなった。すると、図 1のように 2009～
2018 年の直近 10 年はアイドルグループが市場を独占した。これは、付加価値目当てに同
じCDを複数枚購入するファンの出現によるものと考えられる。
よって、より正確な研究結果を得るためにおそらく一人につき一回しか対価を払わない

と考えられる上記 2、３の「TSUTAYA 年間シングル CD レンタルランキング 1～5 位
（2009 年～2018 年）」「レコチョク 年間ダウンロードランキング 1～5 位 （2018
年）」を追加した。

3 1999 年 5 位の「ウラ BTTB」はピアノ 3曲のマキシシングルで歌詞がないため、除外。
年間 6位の「Addicted To You / 宇多田ヒカル」を採用している。
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第二節 研究方法

抽出した計 205 曲（被り有）を、まず簡易分析してそれぞれの大まかな特徴をつかみ
取る。簡易分析の分析項目は以下のように設定した。

性別

アーティストの性別。

リリース年度

アイドル

歌い手がアイドルかどうか。

タイアップ

曲がヒットした当時タイアップしていたものと、その形態。

「ドラマ・CM・映画・バラエティ・アニメ・その他」の 6項目に分類した。

ジャンル

J-POP、ROCK、アニメ、歌謡曲などで大まかに分類。その中でも恋愛ソングや応援ソ

ン

グの場合は（）付けで表記。

初回のリリース年を明記している。

恋愛

恋愛が歌われているかどうか。

一人称

歌詞における視点人物に対する呼称。



二人称

歌詞における視点人物以外で、特定の人に対する呼称。

性別（歌詞）

描かれた歌詞から読み取ることができる視点人物の性別。はっきりとわからないものは

（）

付けで、どちらともとれるものは「不明」と表記している。

タイトルの使用

歌詞の中でタイトルが用いられているかどうか。

行動描写（象徴的）

歌詞の中に象徴的に描かれている人物の行動があるかどうか。

（例：「モンスター/嵐」 甦る）

行動描写（象徴的でなく具体的）

歌詞の中に象徴的ではないが具体的な行動が描かれているかどうか。

（例：「恋するフォーチュンクッキー/AKB48」 知らぬ間にリズムに合わせつま先から

動き出す）

行動描写（象徴的でなく抽象的）

歌詞の中に象徴的でなく、具体的でもない行動が描かれているかどうか。

（例：「Troublemaker/嵐」 愛を探して）

知覚動詞

自らの意志の示唆



（例：「ありがとう/いきものがかり」 今ゆっくりと歩いていこう）

状況/時間

歌詞の中に描かれている詳しい状況や時間を指す言葉。

状況変化

歌詞の中で状況が変化していくか。

オノマトペ

会話有無

聞き手への語り掛け

追加情報

その他曲に関するヒットした要因や、カバーソングであるといった情報。

簡易分析の後に、似た特徴を持つ曲を様々なグループに分類し、10 年ごとの特徴やジャ
ンルごとの特徴、さらには内容の変化から歌詞の変化などについて、詳しく分析を進める。

以降、歌詞はアップルジャパン株式会社の歌詞検索ソフト「Lyrics Master」を使用して
抽出し、分析を行っている。

第三章 作品の分析結果・考察
第一節 全体の簡易分析
第一項 分析結果

まずは簡易分析の中でも歌詞についてではなく、楽曲そのものやアーティストについて



分析した 3項目の結果からまとめていく。

アイドル

・オリコン年間シングルチャートランキング
1~5 3/25 12% （光 GENJI、WINK、工藤静香）
6~10 3/25 12% （篠原涼子、Kinki Kids、SMAP）
11~15 2/25 8% （モーニング娘。、SMAP）
16~20 9/25 36% （嵐３、EXILE、KAT-TUN３、修二と昭２、山下智久）
21~25 24/25 96% （AKB4817、嵐 6、EXILE1）
26~30 25/25 100% （AKB4820、乃木坂 484、SKE481）

・ TSUTAYA 年間シングルレンタルランキング
21~25 13/25 52% （嵐 7、AKB485、少女時代）
26~30 10/25 40% （嵐 7、亀と山 P、Perfume、King&Prince）

TSUTAYAも含めて見ても、平成20年代は特にアイドルが人気だったことが読み取れる。
中でも48グループは平成21年～30年までの間でオリコントップ5の84％を占めている。
これは第二章で述べたように、CD売り手市場の変化が大きな要因であると考えることが
できる。実際、同時期のTSUTAYA では 48 グループが占める割合は 10%である。



なぜこれほどまでアイドルグループが覇権を握ったかというと、CDに付加価値を持た
せるという売り手市場の変化以外に「ドラマや CM などのタイアップに使われやすいか
ら」「バラエティなどのテレビ出演が多く、楽曲もタイアップ元のドラマも宣伝でき、マ
ーケティング効果が高いから」という理由があると推測している。これは、後に（タイア
ップ）の項目と合わせて考察する

タイアップ （一曲で複数のタイアップがある曲もあり、数値は一致しない。）

・オリコン年間シングルチャートランキング
1~5 21/25 84% （ドラマ 11、CM5、バラエティ 3、アニメ、映画）
6~10 19/25 76% （ドラマ 12、CM4、映画、バラエティ、その他）
11~15 21/25 84% （CM8、バラエティ 6、ドラマ 4、映画、アニメ、その他 3）
16~20 23/25 92% （ドラマ 12、CM3、バラエティ 3、映画 3、アニメ、その他）
21~25 24/25 96% （ドラマ 7、CM19、バラエティ 6、映画 2）
26~30 23/25 92% （ドラマ 4、CM19、バラエティ 3、映画、その他 5）

・ TSUTAYA 年間シングルレンタルランキング
21~25 25/25 100%（CM13、ドラマ 11、映画 5、バラエティ 3、その他 2、アニ
メ）
26~30 25/25 100%（ドラマ 13、CM5、映画 4、バラエティ 3、その他 3、アニメ
2）

タイアップがあった楽曲の中で、種類別の推移を表すグラフを以下に示す。



ある程度一定の割合でドラマとタイアップした曲が人気を得ていることがわかる。「ラ
ブ・ストーリーは突然に/小田和正」といえば「東京ラブストーリー」が思い浮かび、「蕾
/コブクロ」といえば「東京タワー ～僕とオカンと時々オトン～」が思い浮かぶように、
曲に欠かせないイメージを、逆にドラマに欠かせないイメージを互いに担っている場合が
多く見られた。
オリコン21~25、26~30でCMが極端に増加しているが、AKB48がランキングを席捲し

ていたことが原因と推測できる。この頃から様々な媒体との同時タイアップが特に増え、
注目度が増すように仕向ける戦略がより強くなったと考えられる。
TSUTAY 上位の楽曲は全て何らかのタイアップがあり、そこからの注目が顧客へとつな

がっている様子がうかがえる。

ジャンル （一曲で複数ジャンルを持つ曲もあり、数値は一致しない。）

・オリコン年間シングルチャートランキング
1~5 POPS19（恋愛 12、応援 4）、ロック 5（恋愛 3）、アニメ 1
6~10 POPS19（恋愛 16、応援 1）、ロック 6（恋愛 3、応援 1）
11~15 POPS22（恋愛 15、応援 1）、ロック 3（恋愛 2）、HIP HOP1
16~20 POPS23（恋愛 10）、ロック 1、HIP HOP1
21~25 POPS24（恋愛 15）、歌謡曲 1
26~30 POPS25（恋愛 16）

・ TSUTAYA 年間シングルレンタルランキング
21~25 POPS25（恋愛 14）
26~30 POPS23（恋愛 18）、アニメ 2

下のグラフを見てわかるように、平成初期は様々なジャンルの曲が上位にランクインし
ていたが、時代を経るにつれだんだんと POPS、POPS（恋愛）の二種類の占める割合が
大きくなっていることがわかる。しかし、これは歌詞によるものというより、メロディな
ども含めた「楽曲」としての人気だと考えることが妥当である。
「キャッチー」という言葉があるように、いまはメロディも歌詞も耳に馴染みがいいも

のがより好まれる傾向にあることがわかる。



次に、歌詞の内容について分析した残りの項目について、結果をまとめていく。

恋愛



歌詞の中で恋愛をうたった曲が多くの年で人気を博していることが読み取れる。
先のジャンル分析と比較しても、POPS（恋愛）と同じように推移していることがわか

るが、必ずしも恋愛をうたった曲がそれをテーマにしているのではない。（例：夜空ノム
コウ/SMAP）
オリコン 16～20 で数が急激に減少しているが、その後はまた徐々に増加している。

人称 （一曲で複数の呼び方を持つ曲もあり、数値は一致しない。）

・オリコン年間シングルチャートランキング
1~5 両方 12/25 48% 一人称のみ 2/25 8% 二人称のみ 8/25 32%

（一人称：僕・ぼく 9、俺・おれ 3、私・わたし 2）
（二人称：君・きみ 14、あなた 4、お前・おまえ 1、あの娘・あのこ 1、ハニ
ー 1、眠れる森の美女 1）

6~10 両方 19/25 72% 一人称のみ 3/25 12% 二人称のみ 1/25 4%
（一人称：僕・ぼく 12、私・わたし 6、俺・おれ 2）
（二人称：君・きみ 13、あなた 8、お前・オマエ 1、この人 1）

11~15 両方 11/25 44% 一人称のみ 2/25 8% 二人称のみ 8/25 32%
（一人称：僕・ボク 11、私・わたし）
（二人称：、君・きみ 15、あなた 4、MARIA1）

16~20 両方 21/25 84% 一人称のみ 3/25 12% 二人称のみ 0/25 0%
（一人称：私・わたし 3、俺・おれ 8、僕・ぼく 13）
（二人称：お前・おまえ 2、君・きみ 13、あなた 5、あいつ 2）

21~25 両方 19/25 76% 一人称のみ 1/25 4% 二人称のみ 4/25 16%
（一人称：僕・ぼく 16、私・わたし 4）
（二人称：君・きみ 17、あなた 5、あいつ 1）

26~30 両方 17/25 68% 一人称のみ 4/25 16% 二人称のみ 1/25 4%
（一人称：僕・ぼく 19、私・わたし 1、俺・おれ 1）
（二人称：君・きみ 16、お前・おまえ 1、先生 1）

・ TSUTAYA 年間シングルレンタルランキング
21~25 両方 19/25 76% 一人称のみ 1/25 4% 二人称のみ 3/25 12%

（一人称：僕・ぼく、13 私・わたし 6、俺・おれ 1）
（二人称：君・きみ 18、あなた 3、あいつ 2）

26~30 両方 16/25 64% 一人称のみ 2/25 8% 二人称のみ 5/25 20%
（一人称：僕・ぼく 11、私・わたし 6、俺・おれ 1）
（二人称：君・きみ 14、あなた 6、お前・おまえ 1、Darling1）



上のグラフを見ると、どの年度においても一人称と二人称の両方が用いられている楽曲
が一番多いことがわかる。しかし、オリコンの平成11～15年では極端に数を落としており、
その代わりに一人称のみの楽曲が増えている。この年代では浜崎あゆみや宇多田ヒカル、
倉木麻衣など女性ソロシンガーが他と比べて多くランクインしており、こころの中の声を
彼女たち目線で歌った曲が多いことが原因だと考えることができる。（例：M/浜崎あゆ
み）
二人称のみの楽曲はどの年代でも少数であるのに対し、一人称のみの楽曲は人称が両方

用いられている楽曲と負の相関関係があることがグラフから読み取ることができる。これ
は楽曲内の人称において、視点人物の一人称を用いるかどうかがメインの要素で、それに
二人称というオプションを加えるかどうかという思考の順序があることを示唆していると
考えることができる。

歌詞性別



歌手の性別と、歌の中での性別が異なる場合がいくつか見られた。特に女性アイドルに
多く、メインターゲットである男性心理をうたった歌詞が多いのではないかと予想できる。
（例：ポニーテールとシュシュ/AKB48）
同じ理由で、女性と男性どちらも通じる気持ちをうたった楽曲が増えたためオリコンの

平成 26~30 年は「不明」が一気に増加していると考えられる。
男性アイドルにはあまりその傾向はみられず、男性アイドルは手に届かないような尊さ

を売りにしているのに対し、女性アイドルは届きそうで届かない身近さと一般人からスタ
ーへというシンデレラストーリーを売りにしているという、戦略の差が見られる形になっ
た。

タイトルの使用 （〇のみ）

どの時代でも大半の曲が楽曲内でタイトルを使用していることがわかる。
タイトルは歌詞のテーマや鍵になるもの（例：蕾/コブクロ）から、繰り返すことでリズ

ムが生まれるもの（羞恥心/羞恥心）もある。
それをどのように使うかはアーティスト・作詞者の個性が出る。



行動描写（全種まとめ）

行動描写や動詞を比較してみると、平成になったばかりは全体的に多少増加したものの
平成後期には急激に減少傾向を見せている。
象徴的でない行動描写二つが常に上位にあり、互いに多少の相関関係を持っている。楽

曲内で行動描写が使われる場合、この二つはセットで使われる場合が多いと考えられる。

状況/時間



状況/時間を表す言葉を使っている曲は緩やかに増加傾向にあるが、どの年代を見ても
15～20 の間で収まっている。
しかし、平成後期になって一曲の中に含まれる状況/時間を表す言葉は急増している。特

にアイドルソングに多い傾向にある。オリコン6～10と、オリコン26～30を比較すると顕
著だが、状況/時間を表す言葉が用いられている楽曲の差は 1しかないのに対し、平均値で
は約 3の差が生まれている。
平成 20年までのオリコンランキングと平成 20 年以降のTSUTAYAランキングを比較し

ても、平成 20 年以降は一曲当たりに多くの状況/時間を表す言葉が用いられており、増加
はアイドルソングだけではなく、平成 20 年代を通して言えることである。
状況/時間を表す言葉は、入れれば入れるほど歌詞の世界観を想像しやすくなり、ストー

リー性のある曲で特に効果を発揮する。その反面、歌詞からアーティストの伝えたいこと
を解釈する楽しみはだんだん減っていっているといえるのではないか。

状況変化

歌詞の中で様々な状況へと変化する曲は全体を通してそこまで多くはなかった。アーテ
ィストで傾向が出るわけでもなく、なにか表現したいものがある時の手段として用いられ
ているのだと推測できる。
ただ、オリコンとTSUTAYA合わせて平成20年代には多少の増加傾向にあり、上記の通

り同時期に状況/時間の描写が急激に増加したため、最近は状況変化がある歌詞にするため
にそれらの描写が増加しているのではないかと推測できる。



オノマトペ

繰り返しでリズムを生むために用いられているものや、アニメの曲で子供にもウケやす
くするために用いられているものなどがあった。
年代別にみるとかなりバラツキのある結果となり、オノマトペが用いられている楽曲が

全くない年度も複数回見られた。
しかし、平成後期になるにつれオノマトペが用いられた楽曲のなかでは一曲に多くのオ

ノマトペが用いられるようになった。リズムを生み出し、語感の楽しさを生む本来の用い
方を存分に活用し、それらが曲の肝になっていると考えられる。

会話有無



全体を通して歌詞の中で会話の描写がある曲は多くないことが分かった。

聞き手への語り掛け

第二項 分析からの考察

以上、簡易分析から得た結果を基に歌詞の内容の変化について考察を行っていく。

まず、平成後期の音楽シーンを考察するうえで欠かせないのは、グループアイドルの台
頭である。おニャン子クラブやシブがき隊、チェッカーズといった平成以前にも人気を博
したグループアイドルはいたものの、近年の人気はそれらの比ではないのではないか。
なぜそうなったかというと、私は「アイドルがバラエティに進出した」ことが大きな要

因であると考えている。その先駆けは SMAPだった。バラエティ進出までの流れについて
一つ引用を用いて説明する。



デビューシングルは 1位を獲って当たり前というジャニーズグループにおいて、1991
年発売のSMAPデビューシングル「Can’t Stop!! -LOVING-」はオリコンチャート2位。
華々しいデビューが約束されたジャニーズとは思えない門出だった。

さらに、デビュー後も、SMAPの人気は伸び悩んだ。事務所の先輩である光GENJIや
少年隊が、ジャニーズアイドルの真骨頂と言えるような華やかなステージパフォーマン
スで活躍する一方。「アイドルなのに歌も踊りもニガテ」という SMAP には、注目が集
まらなかったのだ。こうして SMAP は、ジャニーズの中で「異端」なグループとしての
烙印を押されることとなる。

そんななか、SMAP が活路を見出したのが“バラエティ”への進出だった。1992 年放送
開始の『夢がMORI MORI』（フジテレビ系）のレギュラー進出を足がかりに、SMAP
はバラエティ番組に続々と進出。90 年代のお笑いブームとの相乗効果もあり、バラエテ
ィ番組を通じて、SMAPに注目が集まり始める。

（株式会社KADOKAWA ダ・ヴィンチニュース 2017 年 1 月 20 日
アイドルなのに主戦場はバラエティ…“国民的アイドル”SMAP が開拓した、ジャ
ニーズとしての新しい道とは？
https://ddnavi.com/news/347460/a/）

このように SMAP がバラエティへの道を切り開くと、嵐や AKB48 もそれに追随する形
で人気の高まりに伴ってバラエティに進出した。中にはゴールデンの放送枠で冠番組を持
つアイドルや、グループのメンバーばかりが出る番組を持つアイドルもいる。そのような
番組が増えると、以前よりも強固な新曲を出した際のプロモーション活動ができるのだ。
以前まではアイドルも楽曲を売るアーティストとしての色が強かったが、近年は文字通り
ビジュアルを売る「アイドル」となっている印象を受ける。アイドルが売れるというのは
楽曲がヒットすることではない。彼ら彼女らの名前がブランドに昇華することなのだ。
アイドルの特性として何も間違っていないが、アイドル以外のアーティストとの明確な

差はそこにあると私は考えている。CD市場が変化した大きな要因の一つでもあるだろう。

アイドル以外のアーティストでも、テレビが果たす役割は大きいだろう。今回抽出した
楽曲のうち、トータルで 80％以上が何らかの媒体とタイアップがあった曲だ。〈タイアッ
プ〉の項目でも述べたが、曲とドラマがセットで印象付けられている場合も多く存在する。
タイアップ中でも媒体がテレビであるものの割合は過半数を優に超えており、テレビとい
うメディアへの露出は楽曲がヒットするためには重要であることが分かる。

楽曲に目を向けると、恋愛についてうたった楽曲がいつの時代も人気だった。ジャンル
で見ても歌詞の内容から見ても占める割合が多いことから、恋愛という身近なものは聞き

https://ddnavi.com/news/347460/a/


手によく受け入れられ、それがヒットにつながる要因でもあると推測できる。オリコン 16
～20 で恋愛がうたわれた楽曲が激減したが、その期間は男性アーティストがほかの年代と
比べて多くランクインしている。オリコン 21～25 では AKB が人気を博し、それとともに
恋愛の割合も増加していくので、男性アーティストよりも女性アーティストのほうが歌詞
に恋愛を用いる傾向にあると言えるだろう。
しかし、一口に恋愛といっても中身は多種多様である。今回抽出した楽曲の中でも、静

かな大人な恋愛を描いたものから燃えるような熱い恋、意中の相手を横目で見るといった
学生時代を想起させるようなものまでさまざまな恋愛が見られた。次節では恋愛の中でも
時代によって描かれるものに差はあるのか検討する。

第二節 同項目内の詳細分析

第一項 時代の流れと恋愛ソング

第一節では簡易分析を行い楽曲ごとの大まかな差別化を図ったが、第二節では簡易分析
で同じ特徴を持った楽曲の中でも時代によって歌詞の内容に変化は現れるのかを分析して
いく。
まずは、どの年代でも多くの割合を占めた恋愛ソングについて分析を行う。抽出した

205 曲のうち、〈ジャンル：POPS(恋愛)・ロック(恋愛)〉〈歌詞内容：恋愛あり〉となっ
た楽曲は以下のとおり 124 曲である。
ランキングで複数年にわたり何度も登場した楽曲は、この表では初登場時のみを載せて

いる。加えて平成21年(2009年)から平成 30年(2018年)ではオリコン年間シングルランキ
ング・TSUTAYA 年間シングルレンタルランキング・レコチョク年間ダウンロードランキ
ングの区別はなくしており、各ランキングで対象となる楽曲を年の区切りで並べてある。
この際、各種ランキングにおいて複数回登場した同一曲についても、一曲として初登場時
のみを載せている。





以上、恋愛が描かれた楽曲の中からいくつかジャンル分けを行い、ジャンルごとに年代
経過による歌詞内容の変化について分析していく。

まず、〈女性アイドル〉というジャンルで
・「愛が止まらない / wink」
・「愛しさと 切なさと 心強さと / 篠原涼子 with t.komuro」
・「恋愛レボリューション 21 / モーニング娘。」
・「フライングゲット / AKB48」
・「逃げ水 / 乃木坂 46」
の平成初期 2曲、平成中期 1曲、平成後期 2曲の計 5曲について分析を行う。

「愛が止まらない / wink」

・『Car Radio 流れる』や『彼女の存在なら初めから百も承知よ』といったフレーズから、
この楽曲は大人の恋愛をうたっていることが分かり、ネガティブな印象を受ける。
・女性目線の歌詞であり、歌い手と歌詞内の視点人物は同一である印象を受ける。二人称
は『あなた』である。
・思いを寄せる異性と会い、夜に別れた後に相手のことを思い返す心の動きを中心に描い
ている。
・サビでは繰り返しが用いられており、さらに『JIN』『FURA』といった繰り返すことで
オノマトペとなる言葉を独特な形で使用することで聞き手に強い印象を残している。
・行動描写よりも心情描写が多く用いられており、心の中の感情を言語化した歌詞である。

「愛しさと 切なさと 心強さと / 篠原涼子with t.komuro」

・サビから始まり、その繰り返しが用いられている。
・女性目線の歌詞であり、歌い手と歌詞内の視点人物は同一である印象を受ける。二人称
は『あなた』である。
・恋心と同時に、『あなた』への憧れも描かれている。一人でどこかへ向かって進んでい
く『あなた』に対し、二人が一緒にいた青春時代を繰り返し思い出してしまう視点人物の
葛藤も感じることができる。
・行動描写よりも心情描写が多く用いられており、心の中の感情を言語化した歌詞である。

「恋愛レボリューション 21 / モーニング娘。」

・語感のいいシンプルな英語が多用されており、歌詞に深さを出すよりも「歌って踊れ



る」「誰でもすぐ覚えることができる」「流行る」といったことに重きを置いている印象
を受ける。
・Bメロ、サビは繰り返しが用いられている。
・歌詞は日本語だけを読んでも一応意味が分かる作りになっている。Aメロは『乾杯 紙
コップでいいじゃない 気持ちが大事 飾りは あるもので アイデア勝負』『愛する人
よ 淋しい時は どんな人にも あるというのは 本当なの？』『行こうぜ 自転車で
いいじゃない 勇気が大事 唄おうぜ へたくそで 愛情で勝負』『愛する人よ 楽しい
時は どんな色した 服でキメれば いいのかな?』となる。1番 2 番ともに、前半では視
点人物の強い心がうかがえるが、後半では愛する人のことを考えると気丈にふるまうこと
ができない様子が描かれている。
・1番 Aメロの『あるもので YEAH! IN THE NIGHT』では『IN THE NIGHT』と「いい
じゃない」がかかっている。直前で『いいじゃない』が実際に用いられており、韻も踏ん
でいる。二番でも同じ技法が使われており、楽曲全体を通して押韻は多用されている。
・女性目線で描かれているが、一人称二人称は用いられていない。特定の人物を指定しな
いことで、アイドルグループという複数人がうたった誰かに向けての歌になり、グループ
のイメージダウンを避けている。
・楽曲を通して、行動描写も心理描写もほとんど見られない。

「恋愛レボリューション 21 / AKB48」

・ Aメロの出だしから状況描写が用いられており、ここで楽曲全体のイメージを決定させ
ている。
・タイトルの「フライングゲット」はもともと商品を発売日前に手に入れるという意味で
使われていたが、その意味を恋愛に置き換えて独特の使い方をしている。この楽曲が発表
された後は「フラゲ」といえば曲がまず思い浮かぶほど世の中に浸透した。
・ 1番のサビがラスサビでも繰り返されている。
・男性目線の歌詞であり、一人称は『僕』二人称は『君』である。アーティストは女性だ
が視点人物は男性で、一致していない。AKB の楽曲ではこの構造が多く用いられており、
アイドルイメージを損なわないようにしつつ支持層を増やす戦略の一つであると考えられ
る。
・歌詞全体を通して視点人物の心情が言語化されており、そこだけで完結している。
『君』に関する描写が少なく、状況・場面は限定しつつ聞き手は『君』という人物につい
てイメージを膨らませることができるようになっている。

「逃げ水 / 乃木坂 46」

・ Aメロの出だしから情景描写が用いられており、ここで楽曲全体のイメージを決定させ
ている。



・男性目線の歌詞であり、一人称は『僕』二人称は『君』である。この楽曲もアーティス
トと視点人物の性別が一致していない。
・視点人物『僕』は大人になっている。いくつかのきっかけで青春時代の夏を回顧してい
る。夏が終わって胸に大きな穴があいたが、『君』という存在が再びその穴をふさいだ。
しかし、その『君』は水たまりが乾いてなくなるようにどこかへと行ってしまっている。
『君』がいつの時代の人物なのか、これは別れを描いたのか出会いを描いたのかは明記さ
れておらず、聞き手に解釈の余地が残されている。

以上から、女性アイドルの恋愛ソング分析からわかったいくつかの傾向を以下にまとめ
る。
〈共通点〉
・多くの場合でサビなど、歌詞の繰り返しがみられた。

〈相違点〉
・平成初期は女性目線の楽曲だったが、グループアイドルが主流の後期になると男性目
線へと変わっていき、暗い印象からポップで明るい印象が多くなっていった。

・平成初期は心情描写が多く用いられ、行動描写はあまり見られなかった。しかし平成
後期には最初に行動描写をまとめて使用し、全体像をイメージしやすくした楽曲が多
くなった。かといって二人称を描かない、あるいは描いても深く描写しないことで聞
き手の解釈の幅を減らさない工夫がなされていた。

次に、〈男性アイドル〉というジャンルで
・「太陽がいっぱい / 光 GENJI」
・「硝子の少年 / KinKi Kids」
・「Love so sweet / 嵐」
・「Monster / 嵐」
・「シンデレラガール / King&Prince」
の平成初期 2曲、平成中期 1曲、平成後期 2曲の計 5曲について分析を行う。

「太陽がいっぱい / 光 GENJI」

・視点人物は男性。
・一人称は『ぼく』、二人称は『君/きみ』である。
・語尾に『ごらん』や『さ』といった言葉が多く用いられており、聞き手は優しく語りか
けられているような印象を抱く。
・『君/きみ』は特定の人物として描写されているが、詳細な描写はない。『言いかけた言
葉 無理に飲みこむくせ いつから きみは覚えたの みんな いつだって 自分にせい



いっぱい すねてちゃ 何もおこらない』といった歌詞や、先に述べた語尾の効果も併せ
て、聞き手は自分に向けられた歌詞のように感じることができる。
・歌詞の中で繰り返しが多く用いられている。
・『君/きみ』の様子を、比喩表現を用いて描写する形が多く見られた。

「硝子の少年 / KinKi Kids」

・ Aメロの出だしから情景描写が用いられており、ここで楽曲全体のイメージを決定させ
ている。
・一人称は『ぼく』、二人称は『君』である。
・直喩や暗喩が多く用いられている。
・サビの繰り返しが用いられている。
・『君』が結婚したと知ってからの『ぼく』の回顧が描かれており、『絹のような髪に
ぼくの知らないコロン 振られると予感したよそゆきの街』『嘘をつくとき瞬きをする癖
が 遠く離れてゆく 愛を教えてた』といった細かな描写から聞き手は『ぼく』の心情を
推し量ることができる。ネガティブな印象の楽曲である。

「Love so sweet / 嵐」

・サビの繰り返しが用いられている。
・一人称は『僕』、二人称は『君』
・男性目線の楽曲で、『僕』の心情が描かれている。『君』への思いが楽曲を通して描か
れているが、自分のことを含めて『ふたり』と表現することや、『信じることがすべて
明けない夜はないよ』といった歌詞から聞き手に向けた応援ソングのように捉えることも
できる。
・『君』への思いが描かれる中で、場面などを示す言葉がないことから二人が今どのよう
な関係なのかは不明である。そこに解釈の余地が生まれると同時に、誰にでも当てはまり
共感を呼ぶことができる歌詞になっている。

「Monster / 嵐」

・ Aメロの出だしから情景描写が用いられており、ここで楽曲全体のイメージを決定させ
ている。
・一人称は『僕』、二人称は『君』
・サビを含めた数か所の歌詞の中で繰り返しが用いられている。
・ドラマ「怪物くん」の主題歌でもあったことからそのイメージに合うように作られてお
り、Aメロから状況の描写を入れることで聞き手は「ゾンビ」といったイメージを最初に



抱くことが出来る。
・「ゾンビ」と恋愛を組み合わせたディズニー映画の「美女と野獣」を彷彿とさせるよう
なファンタジー色の強い楽曲ながら『君』に抱く感情はいたってシンプルであり、歌詞で
一つの物語が完成している。

「シンデレラガール / King & Prince」

・日本語だけでなく、ところどころ意味のあるシンプルな英文が組み込まれている。
・サビの繰り返しが用いられている。
・一人称は『ボク』、二人称は『キミ』。
・男性目線の歌詞であり、『門限』といった言葉から視点人物は10代の学生と推測できる。
英文も高校で勉強していれば簡単に意味が分かるものであり、ターゲット層である10代女
子の聞き手に親近感を持たせるための意図的なものであると考えられる。
・『ボク』の『キミ』への思いが描かれており、『キミが思うより ボクはキミを想って
る キミはボクが思うよりも ねぇ ボクを想うのかな？』というように純粋で初心な恋
愛であると感じる。

以上から、男性アイドルの恋愛ソング分析からわかったいくつかの傾向を以下にまとめる。
〈共通点〉
・多くの場合でサビなど、歌詞の繰り返しがみられた。
・すべての曲で一人称・二人称が用いられており、さらにどの楽曲も表記こそ違え『ぼ
く』と『きみ』であった。

・すべての曲が男性目線の歌詞である。
・平成を通して特定の誰かに向けた歌詞ではなく、二人称を用いつつ聞き手の誰にでも
当てはまるよう表現を徹底していた。

〈相違点〉
・平成初期は比喩表現が楽曲内で多く用いられていたが、平成後期になると表現はシン
プルになっていった。

男女アイドルを比較すると、女性アイドルは30年間で歌詞内容に変化が多く見られたの
に対し、男性アイドルでは変わっていないものの方が多いという結果になった。
男女アイドルで共通することは、近年はよりポップな楽曲が好まれる傾向にあり、歌詞

の最初に状況描写で楽曲のイメージを決定づける場合が多いということである。男性アイ
ドルは「太陽がいっぱい / 光 GENJI」の時からポップな楽曲だったことから、女性ア
イドルのファン層のニーズが男性アイドルのファン層のニーズに近づいたとも考えられる。



女性アイドルがソロからグループに変化したことも一因であると考えられるが、それも含
めて女性アイドルへのニーズが変化したことが分かる。

次に、〈アイドル以外〉〈女性アーティスト〉というジャンルで
・「今すぐKiss Me / LINDBERG」
・「ロマンスの神様 / 広瀬香美」
・「M / 浜崎あゆみ」
・「Flavor Of Life / 宇多田ヒカル」
・「ありがとう / いきものがかり」
・「トリセツ / 西野カナ」
の平成前・中・後期いずれも 2曲ずつの計 6曲について分析を行う。

「今すぐKiss Me / LINDBERG」

・ Aメロから状況描写が用いられており、楽曲のイメージが決定づけられている。
・サビの繰り返しが用いられている。
・視点人物は女性。まっすぐ純粋な恋愛が描かれており、歌詞もシンプルな構成になって
いる。
・一人称・二人称の使用はない。
・バンドの楽曲ということもあり、含みのある歌詞というより勢いのある歌詞である。バ
ンドイメージにも合い、アップテンポな楽曲の歌詞としてはこの形が一番活きるのかもし
れないと感じた。
・最低限の状況描写で余分を一切省きながら、場面や視点人物の心情が分かるように工夫
されている。

「ロマンスの神様 / 広瀬香美」

・一人称は『私』、二人称は『あなた、この人』。
・サビの一部は繰り返しが用いられている。
・女性目線の楽曲。運命の相手との出会いを求める『私』が『あなた』と出会ってとんと
ん拍子にうまく進み『私』が戸惑いながらも有頂天になる様子を描いている。純粋な恋愛
の歌詞である。
・等身大の女性が描かれており、聞き手は歌詞の内容に親近感を持つことができる。

「M / 浜崎あゆみ」



・一人称はなし、二人称は『MARIA』だと考えられる。
・サビの一部は繰り返しが用いられている。
・女性目線の楽曲。視点人物の心情ではなく、作詞者である浜崎あゆみの心情が歌われて
いる。もしくは作詞者と視点人物は同一であると考えられる。過ぎていく日常の中、どこ
かでは始まりどこかでは終わる恋に目を向け、その様子を自身の恋愛に投影して描写して
いる。切ない、ネガティブな歌詞である。
・歌詞の表現はシンプルだが内容は多くの含みが持たされており、聞き手は歌詞を自身に
投影させたりしつつ解釈する必要がある。

「Flavor Of Life / 宇多田ヒカル」

・サビは繰り返しが用いられている。
・一人称は『私』、二人称は『君』。
・女性目線の楽曲。視点人物の心情ではなく、作詞者である宇多田ヒカルの心情が歌われ
てとも考えることができる。『君』に片思いをしている『私』の心理が描写されている。
『君』は優しいものの、その優しさから距離を感じてしまい切なくもどかしく感じている。
その中で『私らしくない』と感じる瞬間も増えてきており、私らしくいようという決意や
葛藤も見受けられる。
・『友達でも恋人でもない中間地点で 収穫の日を夢見てる 青いフルーツ』など暗喩が
多く使用されており、宇多田ヒカルがある事象をどのようにとらえているかという価値観
が表されている。

「ありがとう / いきものがかり」

・一人称は『わたし』、二人称は『あなた』
・サビは繰り返しが用いられている。
・女性目線の楽曲。『わたし』と『あなた』が二人で歩んできた日々が描かれている。何
気ない日常の描写が優しく表現されており、ひとりとひとりがふたりへと変化していく。
『わたし』の『繋がれた右手』から伝わる『あなた』の思いを受けつつ、これからも横で
歩いていこうという決意も感じることができる。聞き手には結婚を思い浮かばせる。

「トリセツ / 西野カナ」

・一人称は『私』、二人称は『あなた』
・サビでは繰り返しが用いられている。
・女性目線の楽曲。『私』が大好きな『あなた』へ向けて思いを伝える手紙のような形に



なっている。タイトルの通り『私』の取扱説明書である。世の中で出回っている「男子は
女子のココに気付くべき！」といったような記事に書いてありそうなことがこれでもかと
いうほど詰め込まれており、女性の聞き手には共感を、男性の聞き手には主に「めんどく
さっ」という嫌悪感を抱かせると私は思うが、聞き手に理解させ思い出すくらいに記憶さ
せた時点で戦略としては大成功である。特異な歌詞といえるのではないか。

以上から、アイドル以外の女性アーティストの恋愛ソング分析からわかったいくつかの傾
向を以下にまとめる。
〈共通点〉
・多くの場合でサビなど、歌詞の繰り返しがみられた。
・すべての曲が女性目線の歌詞である。作詞者と視点人物は同じだとしても違和感がな
い楽曲も複数あり、心理描写が多く用いられていた。

・多くの場合で等身大の女性が描かれており、聞き手による程度の差はあれどいずれも
共感を呼びやすい内容になっていた。

〈相違点〉
・一人称・二人称は多くの場合で用いられているが、必ずではない。
・平成初期はアップテンポな楽曲でシンプルな歌詞が、平成中期は切なさを感じさせ、
含みを多く持たせた歌詞が、平成後期には視点人物の心情や状況を詳細に描き聞き手
に意図したイメージを抱かせやすい歌詞がそれぞれ年間上位にランクインしていたと
いう、年代ごとに特徴が顕著に表れる結果になった。

次に、〈アイドル以外〉〈男性アーティスト〉というジャンルで
・「ラブ・ストーリーは突然に/ 小田和正」
・「Don't Leave Me / B'z」
・「チェリー / スピッツ」
・「TSUNAMI / サザンオールスターズ」
・「桜坂 / 福山雅治」
・「蕾（つぼみ） / コブクロ」
・「スノーマジックファンタジー/ SEKAI NO OWARI」
・「恋 / 星野源」
・「Lemon /米津玄師」
・「瞬き / back number」
の計10曲について分析を行う。多ジャンルより多種多様なアーティストがランクインして
おり、平成初期 3曲、平成中期 3曲、平成後期 4曲と分析対象を多くとることとした。



「ラブ・ストーリーは突然に/ 小田和正」

・サビでは繰り返しが用いられている。
・一人称は『僕』、二人称は『君』
・男性目線の楽曲。『君』に対する思いが描かれているが『今 君の心が動いた 言葉止め
て 肩を寄せて 僕は忘れないこの日を 君を誰にも渡さない』といった歌詞から歌詞の中
で時間が進んでいっていると考えられえる。
・『今 君の心が動いた 言葉止めて 肩を寄せて 僕は忘れないこの日を 君を誰にも渡さ
ない』の前後で『僕』と『君』の関係性が変わっており、恋が成就するまでと、した後の
『僕』の心情を読み取ることができる。
・切ない内容の歌詞ではないが、『僕』の決意が静かで落ち着いた様子で描かれている。

「Don't Leave Me / B'z」

・サビでは繰り返しが用いられている。
・一人称は『僕』、二人称は『君』
・男性目線の楽曲。『僕』が『君』という存在を失ってから二人の日々を思い返し、思い
悩む姿が描かれている。別れを描いており、切ない曲である。
・歌詞のところどころに入っている英語は、それぞれがアクセントとなるような働きをし
ている。日本語だけを見ると特別個性のある歌詞ではないが、英語でリズムや音の響きを
変えることによって楽曲に締まりを加えている。

「チェリー / スピッツ」

・サビでは繰り返しが用いられている
・一人称は『僕』、二人称は『君』
・男性目線の楽曲。『僕』の『君』への思いが描かれているが、語尾で過去形が多く使わ
れていることや、『いつかまた この場所で 君とめぐり会いたい』や『いつかまた こ
の場所で 君とめぐり会いたい』といった歌詞から『君』といた日々は過去の話であるこ
とがわかる。
・別れを描いているが決してネガティブなものではなく、別れてもなお『君』といた日々
を大切にしようという思いが感じられる。

「TSUNAMI / サザンオールスターズ」

・サビでは繰り返しが用いられている。
・一人称は『僕』、二人称はなし。



・男性目線の楽曲。『僕』が思いを寄せる人への気持ちが歌われている。
・好きな人を目の前にしたら素直になれず、思い通りにできない『僕』がうかがえる。し
かし『あんなに好きな女性に 出逢う夏は二度とない』といったものとは逆に『身も心も
愛しい女性しか見えない 張り裂けそうな胸の奥で 悲しみに耐えるのは何故？』『好き
なのに泣いたのは何故？ 思い出はいつの日も…雨』のように『僕』に何らかの理由があ
って恋が上手くいかなかったということが分かる。
・比喩表現が多く用いられており、『僕』の心情をより深く表すことに効果的な役割を果
たしている。

「桜坂 / 福山雅治」

・サビから始まり、繰り返しが用いられている。
・一人称は『僕』、二人称は『君』。
・男性目線の楽曲。春になって『君』と離れることになった『僕』の心情が描写されてい
る。『頬にくちづけ 染まる桜坂 抱きしめたい気持ちでいっぱいだった』という一節で
は二人過ごした春の思い出が描かれており、同じ春なのに全く異なった心情でいる『僕』
の様子が読み取れる。「別れの春」を描いた楽曲である。

「蕾（つぼみ） / コブクロ」

・サビでは繰り返しが用いられている。
・一人称は『僕』、二人称は『あなた』
・男性目線の楽曲。『あなた』と一緒に夢に向かって過ごした春の日々と一人で変わらず
もがき続けた過去を思い出しつつ、どこか『あなた』という存在を探してしまう様子が描
かれている。
・桜が散りゆく様子や、『ちぎれ雲』などの描写から、切なさを抱かせる歌詞になってい
る。

「スノーマジックファンタジー/ SEKAI NO OWARI」

・サビでは繰り返しが用いられている。
・タイトルが楽曲の世界観をそのまま表しているが、歌詞も Aメロから状況描写を多用し
てより楽曲の世界観を確立させている。
・一人称は『僕』、二人称は『君』。
・『僕』が雪山で『君』に出会ってからを描くファンタジー色が強い歌詞。最後は死を連
想させるが、その運命を『僕』は自ら選んでいる。



「恋 / 星野源」

・サビでは繰り返しが用いられている。
・一人称はなし、二人称は『君』
・男性目線の楽曲。恋愛の曲ではあるが、出会いや別れを描いたものではない。『君』と
いる日々とともに、星野源が思う「こうあったらいいよね」という恋愛の形を描いている。
・比喩表現が多く用いられている。

「Lemon /米津玄師」

・サビでは繰り返しが用いられている。
・一人称は『わたし』、二人称は『あなた』
・男性目線とも女性目線ともとれる楽曲。『わたし』が『あなた』と別れた後の心情を描
いている。別れてから『自分が思うより 恋をしていた』と気づく様子や『どこかであな
たが今 わたしと同じ様な 涙にくれ 淋しさの中にいるなら わたしのことなどどうか
忘れてください そんなことを心から願うほどに 今でもあなたはわたしの光』と『あな
た』に気遣う様子から『あなた』は『わたし』にとって気づかないうちにかけがえのない
存在になっていたことが分かる。
・別れた後の感情としては一般的であり、聞き手は自らを『わたし』に置き換えて歌詞に
共感することができる。

「瞬き / back number」

・サビから始まり、それが繰り返されている。
・一人称は『僕』、二人称は『君』。
・男性目線の楽曲。清水依与吏の思う『幸せ』がテーマになっている。キラキラ輝くもの
を感じることが幸せなのではなく、いつもそばにあって「ある」という実感を持たせない
ものこそ『幸せ』であり、『僕』は『君』にそう言った存在になってほしいという内容で
ある。
・出会いや別れを描いた恋愛ソングではない。

以上から、アイドル以外の女性アーティストの恋愛ソング分析からわかったいくつかの傾
向を以下にまとめる。
〈共通点〉
・多くの場合でサビなど、歌詞の繰り返しがみられた。



・多くの曲が男性目線の歌詞である。
・全体を通して別れを描いた歌詞が多く、切なさを感じさせていた。

〈相違点〉
・一人称・二人称は多くの場合で用いられているが、必ずではない。
・平成後期に入ると、出会いや別れといったものではなく、作詞者の恋愛観を如実に表
す歌詞が見られた。

アイドル以外のアーティストによる恋愛ソングを男女で比較すると、女性アーティスト
は「現在進行形の恋愛に対して揺れ動く女性の心」を描いたものが多いのに対し、男性ア
ーティストは「過去の恋愛を振り返り自分の糧にしていく男性の心」を描いたものが多い
ことが分かった。
歌詞の構成は男女ともに時期による大きな変化は見られず、普遍的な形の中にアーティ

ストの個性をそれぞれ入れ込んでいた。ただ、男女ともに平成後期には作詞者の恋愛観を
歌詞に反映させた楽曲が現れており、恋愛の楽しさや切なさを描いていた平成初期・中期
と比べ聞き手が恋愛ソングに求めるものも変化していると考えられる。
以上のことから、恋愛ソングが変化したのではなく恋愛そのものの形、あるいは恋愛と

いうものを普段からどのように受け取っているかという「恋愛」そのものが変化し、歌詞
にもそれが現れているのだと推測する。

恋愛ソング全体を見ると、年代によって最も変化が見られたのは女性アイドルであった。
市場の変化も大きな要因であると考えられる。歌詞の内容に関しては年代で特別大きな変
化はなかったものの、平成初期・中期は切ない内容の歌詞が多く見られたが平成後期には
減少したことから、アイドルだけでなく恋愛ソング全体で見て近年はポップな歌詞になっ
てきたと考えられる。切なさなどネガティブなものとポップさを共存させるのは難しいた
め、恋愛観をうたったものが増えたということとポップになったことは互いに自然と影響
しあっているのかもしれない。

第二項 歌詞の量について

次に、平成前季・中期・後期で歌詞の量を比較する。歌詞の量とは単純に一曲の中でど
れだけの単語が使われているかである。
私は、平成後期になって一曲の中に含まれる状況描写が増えたことや、英語が歌詞の中



に用いられるようになったことから、歌詞の量は増加傾向にあると予想している。

研究方法は、今まで通りアップルジャパン株式会社の歌詞検索ソフト「Lyrics Master」
を使用して抽出した歌詞をもとに、「KH Coder」という内容分析ソフトを用いて一曲の総
抽出語数と、異なり語数を見ていく。
前項と同じように平成前期・中期・後期に分け、その中での平均値をもとに年代によっ

て歌詞の量に変化はあるのかを明らかにする。

・平成前期

平成前期 10年間での総抽出語数の平均は 270.62、異なり語数の平均は 108.62 だった。
前期をさらに5年に分け、比較してみると平成1～5年の総抽出語数の平均は 258.76、異

なり語数の平均は 97.96、平成 6～10 年の総抽出語数の平均は 282.48、異なり語数の平均
は119.28で、10年の間に総抽出語数と異なり語数どちらも増加傾向にあることがわかった。
平成1～5年と平成6～10年の、一曲当たりの総抽出語数と異なり語数を見てみると、最

小値はどちらもほとんど変わりないのに対し、最大値が総抽出語数では 120、異なり語数
では約80の差が生じていた。ここから、全体的に一曲たりの語数が増加したのではなく一
部多くの語数を抱えた楽曲が登場したということが分かる。

・平成中期



「Life goes on / Dragon ash」に関しては大半が英語で「KH Coder」がエラーを起こし
分析できなかったため、空白にしている。この一曲は分析から除外している。

平成中期 10年間での総抽出語数の平均は 295.90、異なり語数の平均は 119.03 だった。
中期を前半後半の5年で分けた比較の結果、平成11～15年の総抽出語数の平均は 272.13、

異なり語数の平均は 109.38、平成 16～20 年の総抽出語数の平均は 319.68、異なり語数の
平均は128.68で、10年の間に総抽出語数と異なり語数どちらも増加傾向にあることがわか
った。
しかし、総抽出語数が約 40 増加したのに対し異なり語数は約 20 の増加に留まっている

ことから、平成中期には一曲の中で繰り返しが多く用いられるようになったことが読み取
れる。
平成 11～15 年と平成 16～20 年の、一曲当たりの総抽出語数と異なり語数を見てみると、

最大値はどちらも約 100 の差が生じていた。しかし最小値をみると、総抽出語数は後半に
向けて約 20 の増加だが異なり語数は後半に向けて約 30 減少し、増加傾向に矛盾する結果
となった。この結果は全楽曲が歌詞の内容を増やしたわけではないということを示してい
る。それでも異なり語数の平均値は 5年区切りでほぼ増加を示していることから、一曲当
たりの異なり語数の差が大きくなっていることと、繰り返しが多く用いられる楽曲が増加
したということが推測できる。



・平成後期

まずオリコン年間シングルチャートランキングの結果から分析する。
平成後期 10年間での総抽出語数の平均は 270.98、異なり語数の平均は 120.04 だった。
後期を前半後半の5年で分けた比較の結果、平成21～25年の総抽出語数の平均は 246.64、

異なり語数の平均は 111.48、平成 26～30 年の総抽出語数の平均は 295.32、異なり語数の
平均は128.60で、10年の間に総抽出語数と異なり語数どちらも増加傾向にあるとなってい
るが、後期の総抽出語数の平均値は「NOWAY MAN / AKB48」に大きく持ち上げら
れており、これを抜くと総抽出語数はほぼ横ばいだと言えるだろう。
平成 21～25 年と平成 26～30 年の、一曲当たりの総抽出語数と異なり語数を見てみると、

最小値最大値とも増加していることが分かった。

「KH Coder」で語数を抽出するために「Lyrics Master」から歌詞を Excelに打ち出す作業
をしていた時に感じたことだが、AKBの楽曲はExcelの行数が面白いほど変化しない。特に
それが顕著だったのは平成 21～25年、音楽シーンだけでなく AKB48が一大ブームとなっ
ていた時期である。私はこの現象に尋常ではない気持ち悪さを感じた。
他のアーティストを打ち出しているときは、たとえ同じアーティストでも行数が変化す

るのが普通だった。行数が変化しないということは、曲ごとに構成や拍数が変わろうが関
係なく、歌詞が美しくなり安定して売れ線に乗せることができるような基準を秋元康は持
っているということである。たとえ一曲当たりの総抽出語数が変化しようとも一小節の中
に入れる言葉の音の数を変えることで美しさを保つのだ。
もちろん作詞するときに多少の差は生じるだろう。しかし、狙ったように一定のライン

から変化しない Excelの行数と大きな変化を見せない「KH Coder」の文の数は作詞家とし



ての秋元康が長い期間第一線で活躍している一因だと思わざるを得ない。

次に、TSUTAYA年間シングルレンタルランキングとレコチョク年間ダウンロードランキ
ングを分析する。
平成後期 10年間での総抽出語数の平均は 305.82、異なり語数の平均は 120.98 だった。
後期を前半後半の5年で分けた比較の結果、平成21～25年の総抽出語数の平均は 329.80、

異なり語数の平均は 126.60、平成 26～30 年の総抽出語数の平均は 281.84、異なり語数の
平均は 115.36 で、10 年の間に総抽出語数と異なり語数どちらも減少傾向にある。
平成 21～25 年と平成 26～30 年の、一曲当たりの総抽出語数と異なり語数を見てみると、

最小値最大値とも増加していることが分かった。

平成後期でまとめると、10 年間で総抽出語数と異なり語数の平均は増加とも減少でもな
く、ほぼ横ばいであるといえるだろう。

・平成 30 年間の推移

以上の結果をもとに、平成 1～30 年で総抽出語数と異なり語数がどのように推移したか
を分析する。
総抽出語数の平均は平成中期に大きく増加傾向を見せたが、平成後期にその傾向は落ち

着きを見せた。特に AKB48の楽曲が中心だった平成後期のオリコン年間シングルチャート
ランキングの平均値は平成中期より減少しており、平成中期よりシンプルな歌詞だったこ
とがうかがえる。TSUTAYA年間シングルレンタルランキングとレコチョク年間ダウンロー



ドランキングでは、平成 21～25年はそれまでと同じように増加傾向を見せたが、平成 26
～30年にかけては減少していた。これは、オリコン年間シングルチャートランキングの結
果と同じように近年は歌詞がシンプルになっていると考えられる。

異なり語数の平均をみると、平成前期・中期はどちらも後半 5年間に平均値が上昇して
いるが、平成中期の前半は平成前期の後半より平均を落としている。平成後期のオリコン
年間シングルチャートランキングにおいても同じ傾向である。しかし、TSUTAYA年間シン
グルレンタルランキングとレコチョク年間ダウンロードランキングは平成中期の後半と比
べて増加したものの、平成後期の後半になると減少している。
しかし、平成前期・中期・後期の 10年区切りで見ると異なり語数の平均値は緩やかな増

加を示している。

以上から、平成前期から中期にかけては一曲当たりに使用される語数が増加し、それに
伴って繰り返しも多く用いられるようになったものの、平成後期では逆に語数を減らしシ
ンプルにしつつ繰り返しを多く用いることで覚えやすく口ずさみやすい歌詞になったと推
測できる。

第四章 考察・今後の課題
第一節 考察

これまで簡易分析とテーマ別の詳細分析を行い、年代ごとに歌詞に変化はあるのかを研
究してきた。多くの年代で恋愛ソングが多くの割合を占めていたことや、タイアップ曲が
ランキングの上位に来ていることなど、変化していないものも数多く見られた。
一方で、アーティストの性別と歌詞の性別がことある場合が出てくることや、アイドル

ソングがグループ化によってその内容が変化したことなど、社会に受け入れられるものの
変化によってヒットソングの歌詞も多少なりとも影響を受けていることが分かった。行動
描写が平成後期には減少し、変わって状況描写が増加した理由も、一曲当たりに含まれる
語数が減少しシンプルかつキャッチーな歌詞が人気を博すようになったという流行があっ
たからだと研究から導き出すことができる。
さらに恋愛ソングに限って言えば「恋愛」というテーマは変わらないのにもかかわらず、

その背景にあるものが時代や社会が変化することで、歌詞の内容にも変化が表れているこ
とが分かった。

すると、研究動機で述べたように我々が「音楽の歌詞」というものをアーティストとの
写し鏡として用いるように、歌詞もまたその時々の社会を写す鏡だということができるの
ではないだろうか。



第二節 今後の課題

今回の研究は、あくまで「音楽の中の歌詞」について分析を行ったものである。しかし
歌詞とメロディは切っても切れない関係にある。今回はメロディも加えた分析まではでき
なかった。今回の研究にメロディも含めた分析を行うことで、新たに分かることがあると
感じている。
さらに、分析を進めていくうちに抽出する楽曲を増やしたほうが変化がより顕著に分か

るだろうと感じた。本研究はヒットソングに限ったものであるため、どこまでをその範囲
に含めるかは精査しなければならない。しかし、売れなかったものの大勢の人が知ってい
る・口ずさむことのできる曲は存在する。それらも含めた研究を行うと、さらに面白い結
果になると思う。
作詞者にも注目し、その人の特徴を探ることも面白いかもしれない。今回扱っただけで

小室哲哉、秋元康、中田ヤスタカというヒットメイカーの名前を目にした。それぞれがど
のようにして様々なアーティストにヒットする楽曲を提供しているのか。どのように流行
に乗り続けているのか、私個人としてはとても気になるので論文にせずとも趣味として調
べ続けようと思う。
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