
FUYUKI KURATA / Tyrannosaurus 

01-ティラノサウルス 
02-BLACK HODLE TOUR  
03-D.N.A  
04-心なら空を飛べ 
05-太陽と稲妻と泥棒のカンガルー 
06-有限の時 
07-DESTRUCTION OF MY MIND 
08-DRIFTING 
09-BRAVE AS A LION 
10-Grand Unified Theory[GUT]大統一理論 
11-WELCOME TO MY GUITAR WORLD 
12-火の鳥[Transparent to Radiation] 
13-INTO THE UNIVERSE 
14-ORDERLY CHAOS 
15-DARK MATTER 
16-IRONMAN[BLACK SABBATH COVER]

ALL MUSIC,LYLICS,INSTRUMENTS, 
MIXDOWN,PRODUCED  
by FUYUKI KURATA  

MASTERING  
by MASAHIRO SHIMADA 
(Birdman Studio) 

Special Thanks to 

DiMarzio,ZOOM,Ibanez, 
MORIDAIRA GAKKI,KORG, 
SHURE,Kanda Shoukai, 
Marshall,FERNANDES,



はるか昔 
地球上を 
我が物顔で支配したもの 
その最後は 
時代の終わり 
世界終焉のシンボル　 

立ち籠めるガス 
PM2.5魔の吐息　 
カオスが創る 
現代のプレデター 

※欲望と嘘 
　大地が唸る 
　灼熱と　氷の世界へ 
　そこにはティラノサウルス 
　蘇り 
　滅びゆく 
　ティラノサウルス 

人そのもの 
人が作るもの 
共に邪悪で埋め尽くされて 
時訪れ 
時は遅し 
叫び声が溢れかえる 

噂の　 
テスラ・コイルは何処に有る？ 
方舟など 
無い 
逃げる場所も無い 

※繰り返し 

誰もいないのか 
太陽は何処に 
地球が青いなんて嘘だろう？ 
氷に映るその姿は 
終わりのしるし 
ティラノサウルス   

ティラノサウルス



BLACK HODLE TOUR
もし何処にでも 
行けるとしたら 
ブラックホールツアーに行こう 

空は 
どこまでも 
果てしなくても 
駆け抜ける 
遥か遠くへ 
遥か未来へ

もしもクローン人間になったとして 
記憶までもコピー出来たとして 

永遠を 
手に入れたら 
幸せなのか 
儚い時を 
精一杯 
生きるほうがいい     

-SOLO-

飛べるさ 
あの星へ 
心が望むなら 
意識はワープする 
時空を旅しよう



D.N.A

穴倉に潜むモグラの様に 
何も見えぬままがいいのだろうか 

I want to hear your voice 
数式の様な 
I want see my mind 
何枚の絵がある？ 

解放せよ 
Breaking the chain 
今この時がResurrection 
目を覚ませ 
このままじゃ 
飼い慣らされたアンドロイド

再生の時がもしあるのなら 
崩壊とのEquality 
始まりと終わりの意味は 
答えなんか無くていい 

思考のProgram 
呼吸するBinary 
希望と未来を 
Overwriteせよ 
螺旋のMemory 
運命はゲノム 
抗い続けよ 
We are slave of DNA

真っ直ぐに立っているつもりでも 
月から見りゃナナメ間抜けだな 

I want to hear your voice 
1とか2の様な 
I want see my mind 
幾つ色がある？ 

組み換えろ 
スパイラルを 
何もしなきゃコピーのまま 

目を開け 
これからは 
己を創り変えるんだ 

※〜SOLO〜※※



心なら空を飛べ

ただ一度だけ 
15秒先の事 
未来が見えた事がある 

真実かどうか 
自分さえ疑う 
でもそんな事は重要じゃない 
1B 
頭の中のタイムマシン 
（役に立たない） 
約束された未来は 
絵に描いた餅 
今を生きるしかない 

※楽園じゃなくてもいい 
　いつも壁が在るとしても 
　君がそう望むのなら 
　心なら空を飛べる

何が出来るか 
そんな事分からない 
知ってたら出来るのか？ 

見えてる事は 
存在すると感じても 
錯覚かもしれない 

上り坂だけの道は 
（聞いた事無い） 
そこを行くしかなければ 
歩き出すだけ 
夜は明けるから 

solo-※



太陽と稲妻と泥棒のカンガルー

よく晴れた暗い日 
太陽と稲妻 
森に帰る鳥達 
何百年何千年何万年も 
人助けするイルカ 
ドロボーのカンガルー 
犬を育てる猫 
そういうことだけでいい 
  
未来は暗闇 
だから手探りで 
どうにかこうにか行くしかない 

※だけれどみんな必死に 
　食べて眠って生きていく 
　理由など知らず 
　存在や喜びや悲しみの意味なんか 
　知るわけない 
　それでも探し続ける

自分は真ん中 
世界の真ん中 
相対的には 
合ってるけど不正解 
どっちだっていい 
目に見えない星 
全てを飲み込む 
いつかこの銀河も 
でもそんな事より今日の事 
  
時は戻せない（一方通行） 
それを知るのは人間だけ 
幸か不幸なのか 

※SOLO※



有限の時
絶望のPeople 
紛争の絶えぬDay 
まるでBIOHAZARD 
何処へ行きゃあいい？ 

僅かな希望など 
無駄にされるTechnology 
進化と引き換えのFear 
破滅訪れぬよう 
祈り続け 

※I don't know 
　I don't care　 
　それでも星は廻るから 
　流れ行く時共にした君にありがとう 

　時は 
　有限で 
　命がかすかな光なら 
　灯し続けろ 
　来たるその日まで

何にも無い 
空間の中で 
飛び回る 

素粒子の様に 

懲りもせず争う 
宿命のDNA 

淘汰される弱き者 
神の慈悲を見せてみろよ 

無理だろう 

※→SOLO→※　　　



DESTRUCTION OF MY MIND

もしもこの4次元が 
全てが　まやかしの騙し絵 
映画の中の様な 
それなら苦しみも幻で 

地球上のいつか 
クジを引く様に 
この世に生を受けたら 
終わりの始まり 

※己の破滅に手が届く 
　安息は何処に在る 
　永久に続く階段上り続け 
　蜘蛛の糸を掴む 
　世界を信じるわけない 

※※存在とは 
　　生きるとは 
　　教えてくれ 
　　存在とは 
　　生きるとは 
　　誰か真実を

真実は何処に在る？ 
嘘で囲まれた世界で 
正気　保てというなら 
目を閉ざし耳を塞ぐしか無い 
2B 
戯言に過ぎない 
答えなど在るわけない 
時は進み続ける 
そう 
空は光続ける 

※→※※Repeat 
SOLO 

幸せな事 
記憶したまま 
嫌な記憶は 
消し去ってくれる 
そんな装置が 
あるとするなら 
救われるけど 
戯言のループ 

※→※※→※※



DRIFTING
爆音で 
燃やすガソリン 
地を蹴るメカニカルLSD 
白煙と 
タイヤの匂い 
強者達の描くブラックマーク 

アスファルトのステージは魔力を持ち 
引き寄せられ囚われの身と成りて 
溢れだすアドレナリン 

※NO DRIFITING NO LIFE 
　快楽と重力とのバトル 
　I DRIFTING RIGHT NOW 
　全開で駆け抜けろ 
　NO DRIFITING NO LIFE 
　あの先へ 
　更に先へ繋げ 
　I DRIFTING RIGHT NOW 
　DRIFTING EVER 
　限界をぶち破れ

サンクチュアリ 
いつものサーキット 
心とMACHINEを解き放つ 
次々と 
クリップ目掛けて 
フルカウンターのまま立ち上がる 

誰の為でも無い 
ただ走るだけ 
鉄の馬は素晴らしき友として 
与えてくれるエンドルフィン 

※Repeat-SOLO-※Repeat



BRAVE AS A LION

誰かが決めた事しか 
やらなくてもいい 
誰かと違う事まで 
やらないほうがいい 
悪魔だらけのこの世界 
誰を信じりゃいい？ 
嘘当たり前 
嘘だらけ 
真実を見付けよう　 

B 
探せ 
取り戻せ 
未来を 
誇りを胸に 
愛するもののため今 
戦えBRAVE AS A LION

もっと大きな空の下 
生きたくないのかい？ 
見えない檻の外には 
何かがあるさ 
昨日の事なら 
あしたを見よう 
デマカセとデタラメと 
邪悪を消し去れ 
　 
B繰り返し 

広い世界は 
変わらなくても 
只いるだけじゃ 
石ころと同じ 
そうだろう？　　



Grand Unified Theory 
GUT [grand unified theory]  

(相対性理論を超える未発見の大統一理論の事）

総ては無 

無からの生 

果てを見るならば無限の時 

立つのはEDGE 

右か左 

時空隔てる空の彼方 

  

※I just waiting of the GUT 

　I just waiting of the GUT 

　I just waiting of the GUT 

　I just waiting of the GUT 

Inflation 

Big Expantion 

加速する素粒子 

ショボいGravity 

見えない次元 

すべてはなぜここに 

  

△Throuh all Eternity 

　Theres no Infinity 

　All of Universe 

　Is it a lie?　 

　時空の果て 

　時は続く 

　終りへ向かう 

　Life is very short

思考せよ 

問いかけよ 

存在する者の宿命 

隠された真実は 

終わりの時明らかとなる 

  

※ 

アインシュタインは 

こう言った 

「神は賽を振らぬ」 

でも違った 

神の姿は 

究極のギャンブラー 

  

△ solo △ ※



11-WELCOME TO MY GUITAR WORLD 
　　　Instrument 

12-火の鳥[Transparent to Radiation] 
　　　Instrument 

13-INTO THE UNIVERSE 
　　　Instrument

14-ORDERLY CHAOS 
　　　Instrument 

15-DARK MATTER 
　　　Instrument 

16-IRONMAN 
　　[BLACK SABBATH COVER]



FUYUKI KURATA / Tyrannosaurus 収録曲及びクレジット 

01-ティラノサウルス 
02-BLACK HODLE TOUR  
03-D.N.A  
04-心なら空を飛べ 
05-太陽と稲妻と泥棒のカンガルー 
06-有限の時 
07-DESTRUCTION OF MY MIND 
08-DRIFTING 
09-BRAVE AS A LION 
10-Grand Unified Theory[GUT]大統一理論  
11-WELCOME TO MY GUITAR WORLD  
12-火の鳥[Transparent to Radiation] 
13-INTO THE UNIVERSE 
14-ORDERLY CHAOS 
15-DARK MATTER 
16-IRONMAN[BLACK SABBATH COVER] 

ALL MUSIC,LYLICS,INSTRUMENTS,MIXDOWN,PRODUCED by FUYUKI 
KURATA  
MASTERING by MASAHIRO SHIMADA(Birdman Studio) 

Special Thanks to 

DiMarzio,ZOOM,Ibanez,MORIDAIRA GAKKI,KORG,SHURE,Kanda 
Shoukai,Marshall,FERNANDES,


