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Interview … バンドじゃないもん！ MAXX NAKAYOSHI　ヒトリエ　angela　小松未可子　ネクライトーキー　PERSONZ
Editor's Talk Session …『姫路Beta出身のバンドたちによる支援コンピ盤「VERSUS FATE」』／ music UP’s Q! …『今、気になっている人』



ー今回の新曲「透明」は『劇場版 Fate/
Grand Order - 神聖円卓領域キャメロッ
ト - 後編 Paladin; Agateram』の主題歌
で、作詞は坂本真綾さんが担当されてい
ますよね。どういった経緯で坂本さんが歌
詞を書かれることになったんでしょうか？

「今回タイアップをいただいた『Fate/
Grand Order』というシリーズは今まで
たくさんアニメ化されていて、その主題
歌の多くを坂本真綾さんが手がけられて
きたんですね。今回は僕が声優として演じ
るベディヴィエールというキャラクターが
メインになるお話が映画化されることに
なり、ありがたいことに作品側から後編の
主題歌のお話をいただいたんです」
ーおお。それは滅多にないことじゃあり
ません？

「はい。なので、驚きましたし、すごく光栄
なことだなと。どういった曲にするかとい

う方向性はお任せしていただけることに
なったんですが、同時に真綾さんに作詞
をしていただく選択肢もあるというお話
も聞いたんです。僕自身、真綾さんには
10 代の頃からお世話になっていて、初め
て主役を務めた作品のエンディングを歌
われていましたし、音楽の面でも大きな
影響を受けた方なんですよ。そんな真綾
さんに作詞をしていただけることは僕の
人生の中でもとても特別でありがたいこ
とだと思い、お願いさせていただくことに
しました。それで、まずはどういった楽曲
の構成にしようかと考えて、改めて映画の
シナリオを読んだり、物語の世界観やベ
ディヴィエールの本質…苦しみや孤独感
を深く追求して、言葉にしていったんです
ね。そういったことを歌に乗せていけたら
いいなと、真綾さんに伝えようとしたタイ
ミングで、この映画の前編の主題歌であ

り、真綾さんが担当された「独白」を聴い
たんです。そしたら僕の考えていたこと
は、ほぼ「独白」で表現されていて、それ
がものすごくカッコ良くて。前編の主題歌
ということで物語への想いを掻き立てる
ようなエモーショナルな空気感があり、ス
ローからアップテンポへ切り替わるなど
の複雑な心情を描くような組曲的構成も
あって、何よりも“独白”というタイトルの
通り、問題提起で終わる曲だったんです。
だから、それを聴いた時に、“じゃあ、後編
の主題歌はその先にある曲になればいい
な”と。問題提起の先にある解決という意
味で言うと、“救い”だとか“希望”だとかっ
ていう光のある方向性で、この作品を締
め括る“赦し”を歌えたらいいなと思った
んです。で、曲調はスローテンポで祝福
の光が差し込むような雰囲気のものにし
たいと作曲の Jin Nakamura さんにも

自身が出演する映画主題歌であり、歌詞は坂本真綾が手がけた話題作「透明」。ピアノとストリングスの壮大
な調べの中で歌われる長い旅の結末は、混迷の現代に生きる我々の状況にもシンクロし、大きな感動を与え
てくれる。昨年12 月に開催された初のスタジオライヴ『MAMORU MIYANO STUDIO LIVE ～ STREA
MING! ～』もパッケージ化されて、エンターテインメントに対する彼の追求は止まらない。
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KING RECORDS 
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￥1,430（税込）

今月のお題：『今、気になっている人』

お伝えしたら、タイトルに“祝福の光”とい
う意味の英語がついたデモを作ってくだ
さって。そこからイメージできたものもた
くさんありました」
ーつまり、タイトルの“透明”とは罪が赦
されて浄化された…みたいなイメージな
んでしょうか？ 

「そうですね。詳しく話すとネタバレになり
ますが、まさに“透明になる”っていう言い
方がぴったりなストーリーなんですよ」
ー個人的には《一瞬の永遠》という歌詞
が印象的でした。そういった瞬間ってある
よなと。

「その一瞬のために生きてるんですよね、
この物語のキャラクターは。そういったこ
とを加味しつつ、真綾さんが本当にたく
さんいろんなことを考えてくださって。歌
詞が出来上がった際にも、“宮野くんが宮
野くんとして歌った時に、ファンのみんな
に届くような歌でもありたい”と強く言っ
てくださったんです。要は映画のストー
リーと同時に、このコロナ禍で制作され
るものという楽曲の立場を考え、“この先
どうなるか本当に分からないけれど、諦
めずに進んでいく”っていう決意と、歌詞
の最後にあるように《こんな自由が待って
るなんて》と歌える日が必ず来るんだと
いう希望を、この歌に込めてくださったん
です。だから、この歌詞を初めて見て真っ
先に思い浮かんだのが、自分がコンサー
ト会場で歌っている姿でした。実際に映
画の苦しい世界観と、現状の苦しさが重
なるところが非常に多くて…。僕らは今、
足掻きながらエンターテインメントをやっ
ていて、そこで限られたものを届けられ
るものもあるとはいえ、やっぱりステージ
に立って満員の客席の前で歌い、大歓声
を浴びて喜びを分かち合う瞬間は久しく
見てないと思います。だから、それが叶っ
たら、まさに《こんな自由が待ってるなん
て》っていう気持ちで歌えるでしょうし、今
はその瞬間への想いがどんどん募ってい
るんですよね」
ーそして、昨年12 月に行なわれたス

タジオライヴの Blu-ray＆DVD も同時
発売されますが、素晴らしいエンターテイ
ナーぶりに釘づけになりました。いつにな
くラフな感じで幕開けたかと思いきや、曲
が始まって宮野さんがアップになった瞬
間、“えっ、ここはアリーナ？”みたいな。

「“こんなに照明を仕込んでんの？　カメ
ラ多くない？”って（笑）」
ーいや、一番驚いたのは、宮野さんの
モードチェンジですよ。素からいきなり
アーティストモードに切り替わって、この
方は自宅でもアリーナやドームと同じテ
ンションで歌えるのではないかと。

「言いすぎ、言いすぎ ！（笑）　ただ、緩い
ライヴかなと思わせて、いきなりカメラ目
線になるっていうミスリードは、今回あえ
て狙ったところではありますね。そういっ
た観せ方もスタジオライヴなら演出にな
るっていう、いわば状況を逆手に取ったか
たちです。初めてのスタジオライヴという
こともあり、そういった発見は多かったで
すね。全部が演出になるんだなと」
ー「LIFE」曲中のロングトーンから急に
黙り込んで感極まっているのかと思った
ら、想定外にコミカルなトークが始まると
いうのもうまいなと。

「いや、あれは単純に笑ってほしかっただけ
なんですよ（笑）。ただ、配信だと観ている
人のレスポンスを直に感じられないから間
を長く取りすぎてしまい、“あれ？　マモ、
本当に泣いた？”と言われてしまったので、
あれは失敗したかもしれないです（笑）」
ーいえいえ、それも結果的には好演出
ですよ。スタジオライヴにもかかわらず、
ダンサー陣のパフォーマンスがしっかり
入っていたのも想定外でした。

「苦肉の策を苦肉の策にしたくないという
想いがあり、6 人もいるダンサーを狭い
スタジオには入れられないので、別撮りで
参加できる方法を映像監督が考えてくれ
たんです。「Follow Me Now」では生の
マモとコラボして踊らせてみたりとか、す
ごく頑張ってくれましたね。そもそも最初
は初のスタジオライヴということもあっ

て、セッションライヴくらいの空気感でや
れたらいいかなと考えていたんですよ。
ただ、楽曲をリリースしたもののコロナ禍
で披露できていない曲をセットリストに組
み込んでみたら、意外と新曲祭りになって
しまって ！（笑）　いわゆる手動の音だけ
じゃ追いつかない部分もたくさんあった
のでマニピュレーターさんを入れて音を
作っていったら、結構フルライヴに近いく
らいの音使いになったんです。その音作
りも今回はスタジオだからみんなで一緒
になって作っていったし、ギリギリに“やっ
ぱり面白さは出したほうがいいよね！”っ
てみんなに無理を言ってアドリブのコー
ナーを入れたりもして。手探りであったけ
ど、結果的にすごくエンタメ力の強いもの
になったと思います」

取材：清水素子

「透明」

このインタビューの全文を公開中！！▶

■大貫勇輔
「『富豪刑事 Balance:UNLIMITED』というアニメで大貫さんが演じるキャラのバディ役で共演させていただいたのが最初だったのですが、本当に素晴らしい方
で。その時がアニメ初挑戦だったから分からないこともいろいろあったと思うんですけど、現場での探究心というか、吸収率がすごいんですよ。ちょっとした台
詞の言い回しから学ぼうとしている姿勢もうかがえて、とても勉強熱心で。ご本人のマインドのせいもあるのか、とにかく前向きだし、すごく真剣に取り組んで
らっしゃるんですね。そして、僕のことを気に入ってくださっていて…宮野真守の LINE スタンプも買ってくれていて、メッセージを送ると僕の顔のスタンプが
返ってくるんですよ !（笑）　そうやって仲良くさせてもらってるのに、この状況下なんでまだ一回も一緒に飲みに行けてなくて。ずっと“宮野さんと飲みに行き
たいです”っていうラブコールを受けているので（笑）、僕自身も大貫さんのことをもっと知りたいと思っています。僕が以前に出演していたミュージカルの役を
大貫さんが今度演じられるという不思議な縁もあり、いろんな共通点もあるのですが、なかなかプライベートでは会える機会がないんです。なので、またお仕事
を一緒にしたり、ぜひ飲みに行きたいと思っています」

“こんな自由が待ってるなんて”と歌える日が必ず来る

Blu-ray & DVD　
5/26 Release
KING RECORDS 

【Blu-ray】
KIXM-455
￥6,050（税込）

【DVD】
KIBM-875
￥6,050（税込）

『MAMORU MIYANO STUDIO LIVE 
 ～ STREAMING ! ～』
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Editor's Talk Session　『姫路Beta出身のバンドたちによる支援コンピ盤「VERSUS FATE」』
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宮野真守

ヒトリエ

angela

ウォルピスカーター

MORISAKI WIN

前島麻由

小松未可子

内田 彩

PERSONZ

THE COLLECTORS

the band apart(naked)

KOGREY DONUTS

港町ぎんぢろうとバスエのキャバレーズ

GOD & SIZUKU

大柴広己

Baby Blue

B.O.L.T

she9

Dizzy Sunfist

ネクライトーキー

バンドじゃないもん！ MAXX NAKAYOSHI

■ Interview music UP’s Q !  …『今、気になっている人』

宮野真守

バンドじゃないもん！ MAXX NAKAYOSHI宮野真守
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Single　6/2 Release
非日常レコーズ
／Sony Music Associated Records

【完全限定生産盤】
（CD+Blu-ray）
AICL-4064 ～ 5
￥6,050（税込）

【期間生産限定盤】
（CD ＋ Blu-ray）
AICL-4066 ～ 7
￥1,980（税込）
※描き下ろしイラスト
　デジパック仕様

■イガラシ…倉敷保雄
「サッカーのスペインリーグを主に担当しているフリーアナウンサーで、この
人の実況には芸術を感じますね。国によって実況の色が違うんですけど、都市
の特色を織り交ぜながら話すんです。スペインのメディアはアーティスティッ
クな表現が多い中、日本人でその感覚を表現できるのは本当にすごい！」

■ゆーまお…ミルクティー飲みたい
「都市伝説系 YouTuber の方です。本も出しているくらい有名で、寝る時に動
画を観ています。寝れなくなるんじゃないかと思うかもしれませんが、意外と
同じ意見の人が多いんですよ（笑）。彼はロックが好きみたいで、動画では結構
ロックバンドの T シャツを着ていて。いつかヒトリエの T シャツも着てくれ
ないかな？」

ーひょっとしたらとは思うのですが、“3
分 29 秒”というタイトルの由来から教え
ていただけないでしょうか？
シノダ：あぁ、これはですね…単純に曲の
長さなんですよ。曲が 3 分 29 秒で終わ
るからっていう（笑）。
ーやはりそうですよね（笑）。
シノダ：実を言うとこの曲は、今年2月にリ
リースした『REAMP』というアルバムをレ
コーディングする前には録り終えていて。
ーえっ、そうだったんですか!?
シノダ：この 3 人で初めて作って、レコー
ディングした曲なんです。3 人で初めて
パッケージングした音源の長さが 3 分 29
秒だったから、それをタイトルにしようと
思って。サブスクリプションによっては 3 分
30 秒とか、31 秒とかになるんですけど。
ー私のプレイヤーでは 3 分 31 秒でし
た（笑）。

きるんで、こういうハードな曲を作る時って
“速い８ビートのロックって作る難しさが
あるな”と思ってしまうんです。だから、そ
こを頑張ったというか、どうやったらカッコ
良くなるのか悩んだところはありますね。
憧れみたいなものがすごくあるから構え
ちゃうんですよ。８ビートの速い曲こそが
ロックの一番の正義だと思っていて、結構
信仰している節があって…だからこそ、作
るならカッコ良いものを作らなきゃいけな
いっていう。レジェンドと言われる曲たち
に並ぶようなものを作らなきゃいけない。
ビビってるんでしょうね。そこに立ち向か
うみたいな姿勢になっちゃうんです。
ーそんな「3分29 秒」に対して、イガラ
シさんとゆーまおさんは、どんなふうにア
プローチしたのでしょうか？
イガラシ：ベースはシノダからもらったデ
モに対して自由に弾き直しました。かなり
変えたよね？
シノダ：要所要所だね。
イガラシ：自由にして良さそうなところは
自由に弾いて、キメはデモを生かして…
みたいにやったんですけど、これまでと地
続きのアレンジを加えたいと思ったから、
wowaka とやってきた中でよく使ってき
たアプローチを足したんです。
ゆーまお：僕はイガラシとは逆で、シノダ
が作ってきたデモをトレースしました。シ
ノダは器用にドラムやベースのフレーズ
も作れる人なんですよ。最初は崩しても
いいのかなと思ったんですけど、シノダが
作ったデモのフレーズを叩いてみた時、そ
のままやってほしいんだろうなってなんと
なく分かったんです。キメがすごく多いっ
てこともあるんですけど、そのキメも含め
フレーズが決め打ちとして曲に組み込ま
れていることが分かったので、これはその
ままやろうと思いました。
ー「３分29 秒」を作った経験がその後、

『REAMP』を作る時に生かされたわけで
すね？
シノダ：そうですね。「3分29 秒」がほん

シノダ：スタッフから“それでも大丈夫？”
と訊かれたんですけど、“それでもいいか
ら、これでいかせてください“って。
ーつまり、その 3 分 29 秒という時間
が 3人にとってとても大事だったわけで
すね。
シノダ：僕はそう考えています。“3人で初
めて作った曲”ということを大事にしたい
と思いました。
ーイガラシさんとゆーまおさんは、この
曲を最初に聴いた時はどう感じたのでしょ
うか？
イガラシ：めちゃくちゃシノダっぽいと思
いました。
ゆーまお：俺もそう思いました。
イガラシ：ヒトリエ以前にシノダが書いて
いた曲を聴いたことがあって、久しぶりに
それを彷彿させる“シノダ全開”みたいな
曲を新曲として聴いたから、懐かしさもあ

とにスタートだったので。だから、サウンド
メイクを考える上で、メンバーとどういう
ディスカッションをすればいいのかも含
め、僕がディレクションしなきゃいけない。
もちろん「3分29秒」で全てを学べたわ
けではないですけど、『REAMP』の制作
ではかなり役に立ちました。「3 分 29秒」
をいったんかましておいて、マジで良かっ
たと思います。
ゆーまお：で、カップリングの「Milk Tablet」
は最近録ったんですよ。
ーそうなんですか。ということは…
ゆーまお：３人になって最初に録った曲と
アルバムを挟んで一番最近録った曲が
入っているシングルになったので、個人的
には面白いと思っています。
ー「3分 29 秒」の歌詞はTV アニメの
世界観にどれくらい寄り添っているので
すか？
シノダ：ほぼ 100 パーセントですね。原
作を読んで書いたんですけど、作品の世
界って本当に深刻なものなんです。ちょっ
とやそっとじゃ、もはや覆りようのない現
実に立ち向かわなきゃいけない主人公た
ちの状況が前提としてあって、その覆りよ
うのない現実は僕らには身の覚えがある
ものなので、そこをシンクロさせながら書
きました。
ー《安心しなよ、／僕達みんな終わるま
で／やることは同じさ》という歌詞が、こ
の曲のパンチラインなのかと思ったので
すが。
シノダ：主人公が考えていることでもある
でしょうし、僕らもこうだなって。曲を作っ
てる時やレコーディングスタジオに入った
時、僕らがやっていくことは何も変わらな
いって思ったんです。世の中的には新型コ
ロナウイルスが蔓延してたり、そのせいで
ライヴができなくなったり、僕たちも 3 人
体制になってしまったりとか、いろいろな
ことが重なってますけど、それでもバンド
としてやっていくべきことは何も変わらな
い。レコーディングスタジオに入った時、バ

りつつ、すごく新鮮でした。
ゆーまお：B メロにすごくシノダを感じる
んです。
ーそういうふうに言われて、シノダさん
はいかがですか？
シノダ：そういうことなんでしょうね（笑）。
でも、ヒトリエの曲として世に出さなきゃ
いけないので、“ヒトリエ感みたいなも
のってどういうことなのかな？”というの
は結構考えましたよ。
ゆーまお：あっ、ごめん！　そこまで考えて
くれたのにシノダっぽいとか言って（笑）。
シノダ：一蹴したよね（笑）。でも、そういう
ことでしょう。どれだけ俺が頭の中でこね
くり回しても、結局出てくるものって。
ーヒトリエらしさを考えて変えたり加え
たりした部分があるのですか？
シノダ：速い曲を作るのがあまり得意じゃ
ないんですよ。緩い曲のほうがバンバンで

ンドとしてこれからもこうやってやってい
くんだなと痛感したんです。
ーそれは大袈裟な言葉になっちゃいま
すけど、ヒトリエをこの 3 人で続けていく
という覚悟、決意と言ってもいいもので
すか？
シノダ：どうなんでしょうね？　覚悟とか、
決意とかって言葉はあんまりなぁ…“ここ
までやっておいて、まだ断言できないの
か !?”って話ではあるんですけど（苦笑）。
ゆーまお：でも、止まるつもりはないって
ことだよね。
シノダ：あぁ、そうだね。
イガラシ：ちょっと達観している感じが、
俺はしましたよ。もはや事実として受け止
めているというか、演奏をやめられるわ
けはないと思うんです。だってね、一年ラ
イヴができなかっただけであれだけ具合
が悪くなっちゃうんだから（笑）。この歌詞
は純粋な事実として、俺にはかなり響き
ましたね。

取材：山口智男

3 人体制になって初のアルバム『REAMP』から 4 カ月。続くニューシングル「3 分 29 秒」の表題曲は、TV
アニメ『８６- エイティシックス -』の OP テーマとして書き下ろされた。“3分29 秒”というタイトルに込
めた想いも含め、制作の舞台裏を語ってもらった。

“3人で初めて作った曲”ということを大事にしたいと思った

「3分 29秒」

このインタビューの全文を公開中！！▶

今月のお題：『今、気になっている人』

L → R　イガラシ（Ba）、シノダ（Vo＆Gu）、ゆーまお（Dr）

■シノダ…ウ山あまね
「サブスクで知ったんですけど、宅録でひとりで活動しているアーティストです。尖った音楽をやっていて、構成というかサウンドが一度聴いたら離れないん
ですよ。どうやって作ってるのか分からないくらいだから、そこにも惹かれてしまって。ぜひ彼の音楽に触れてみてほしいですね」
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Album　5/19 Release
KING RECORDS 

【初回限定盤】
（CD+Blu-ray）
KICS-93995
￥4,070（税込）
※外箱付き仕様

ー今回の angela の楽曲には戦いと
メッセージが詰まっていると感じました。

“Battle ＆ Message”というタイトル
は、まさにぴったりだなと。
atsuko：このタイトルはコロナ禍真っ盛
りの頃に私が提案させていただいたんで
すけど、そもそも我々はバトル属性なん
ですよね。戦いのアニメの曲を作る機会
が多いですし、おまけに今は誰もがコロナ
と戦ってるじゃないですか。ライヴができ
ない、劇場に立てない状況になっても、み
んな SNS で自分の歌や作品をアップし
たり、YouTube チャンネルを開設したり
しているのを見て、やっぱり何か物を作る
人はどんな手を使っても自身のメッセー
ジを発信したいんだなと。それは我々も
一緒だっていう複合的な想いから生まれ

ごく暗い曲を作ってはどうですか？”とい
う、ざっくりとしたオーダーから生まれた
曲なんです。私、“夢を持て”とか“希望を
持って頑張れ”みたいなメッセージが本当
に正しいのか分かんないなって思うこと
が何度もあるんですね。自分を振り返っ
てみても、“歌手になる”という現実味のな
い夢を追いかけてきたおかげで傷ついた
ことがたくさんあったし。よく専門学校の
パンフレットとかに“夢は叶う！”みたいな
キャッチコピーが書いてありますけど、専
門学校に行ってプロのミュージシャンに
なれる人ってほとんどいないじゃないで
すか。でも、そういうキャッチコピーを掲げ
てくるわけで。本来、私もそう言わなきゃ
いけない立場だと分かってはいるんです
よ。でも、人には表と裏があって、その両
方ともが真実なんですよね。なので、この
曲ではそんな裏の部分を曝け出したかっ
たんです。
ー叶うとは限らない夢や希望を追い求
め、追い詰められていく心情を語った歌
詞が本当に生々しいのですが、夢を叶え
た atsuko さんがそれを歌っているとい
うのが若干不思議に感じなくもなく…
atsuko：いや、叶ってないんですよ。客観
的に見れば“十分に叶ってるじゃん！”って
言われるのは当然だろうけど、自分の思
い描いていたところには辿り着けてない
し。“それは我々の曲のせいなのか？　若
くないからいけないのか？”と悩んでしま
う時もあって、歌手になりたいなんて夢を
持っていなければ、そんなことは考えなく
ても済んだのにと思ってしまうんですよ。
KATSU：ライヴの規模で言うと、“さいた
まスーパーアリーナが目標です！”って何
年も言っているのに、まだ全然届かない
場所にいるし。だから、僕、これは自分の歌
だととらえていたんで、傍からは“夢を叶
えた人”に見えてることに初めて気づきま
した。だから、ひとりの根暗な少年の嘆き
を歌ってる「夢と希望に殺される」を、僕は
自分自身の曲だとしか思えないんですよ。
ー「Battle＆Message」と「夢と希
望に殺される」以外にもアルバムのため
に 3 曲の新曲が書き下ろされています

たのが、“Battle＆Message”という言
葉なんですね。そういったメッセージを受
け取る場のひとつということで、ジャケット
は映画館で撮らせてもらいました。
ーアーティスト、クリエイターにとって、

“伝えたい、吐き出したい”という欲求は
全ての源ですもんね。
KATSU：今回のアルバムも当初は昨年
の 12 月にリリースされる予定だったの
が、コロナ禍で延期になり、このタイトル
が出てきて。それに伴って“自分たちが伝
えたいメッセージって何だろう？”っていう
ところから曲も派生していったんですよ。
ーしかし、アルバムの幕開けを飾る表
題曲がデュエット曲というのは予想外でし
た。どういう経緯で JAM Project の遠
藤正明さんと歌われることに ?

が、アラビアンな「I’ll be...」に陽気なパー
ティーチューン「Do it!」、和テイストの「君
想う」と、見事に世界観がバラバラですね。
atsuko：相変わらず統一感がなくて、
ファンになりづらいという（笑）。すでに出
ているシングル曲や『革命機ヴァルブレイ
ヴ』のパチンコ用の楽曲が味つけが濃く
て、背脂系のラーメンみたいだったから、
もうちょっとあっさりした塩味のラーメン
みたいな曲が欲しかったんですよ。そうい
う視点で残りの新曲を作っていって、「I’ll 
be...」に関しては私が昔からやりたかった
ワンコードを実現しました !　KATSU さ
んはなるべくやりたくなかったみたいです
けど（笑）。
KATSU：ひとつしかコードを使えないと、
メロディー展開に限界がある分、アレン
ジャーの技量が問われるんですよね。今
回のタイトル通り、もう自分との戦いで。
ヴォーカルを 26 本録った「君想う」でも、
すでに録った自分の歌を聴きながら 2 本
目を録って、3 本目を録って…っていう工
程に、“こんなのやったことない。殺され
る！”って思いました。
atsuko：あははは！　ここ数年はアルバ
ムに和風テイストなものを入れるのが恒
例になっていて、和風の曲って私の声質
にも合うんですけど、普通に歌ってみたら
民謡みたいになっちゃったんですよ。それ
だとしっくりきすぎて面白みがないから、
とにかく歌をいっぱい重ねてみようってこ
とになったんです。それでメインの歌だけ
で 10 本、上と下のハモリで 8 本ずつ重
ねて、声というよりは弦楽器が 10 本まと
めて鳴ってるみたいな聴こえ方にできた
らいいなと。ただ、ブレスの位置とかコブ
シとかが全部揃ってないと濁るので、そう
いった細かいところのジャッジは私も難し
かったです。
ー「君想う」に続く「THE BEYOND」での
締め括りも、まさに『Battle＆Message』
だなと。『蒼穹のファフナー』というバトルア
ニメのオープニング曲でありつつ、《お前
が信じたそこに居る「今」を照らせ》という
メッセージは、特に今の時代にはグッと響
くんです。

atsuko：私、ずっと前からデュエット曲を
やりたかったんです！　デュエットの根本っ
て男女の歌だから、やっぱり男感と女感を
ブワッと出したくて。その点、遠藤さんって
男の象徴みたいな感じじゃないですか。反
面すごく色気があって、過去にイベントや
テレビ番組で一緒に歌った時も、すごく楽
しくてシビれたんですよね。だから、絶対
に遠藤さんと歌いたかったんです。簡単に
言うと、令和の「3 年目の浮気」が作りた
かったんですよ。40 代より上の世代にし
か伝わらないと思いますけど（笑）。
ーそんな表題曲と対照的なのが、同じ
くアルバムのために書き下ろされた「夢
と希望に殺される」ですけれど、これは…
かなり痛いところを突いた曲ですね。
atsuko：プロデューサーからの“ものす

KATSU：おー、カッコ良い !
atsuko：カッコ良いよね！…って、私が
書いたんだった（笑）。最初は「君想う」
がラストだったんですけど、「君想う」から

「THE BEYOND」の流れのほうが、歌
い出しが民謡チックできれいだから逆に
しようって、KATSU さんが言い出したん
です。
KATSU：正直な話、次のアルバムを CD
という形態で出せるかどうかなんて、今の
時代は分からないじゃないですか。前回の
アルバム『Beyond』が2017年の末だっ
たから、次が 3 年後になるとして、もう
CD というパッケージは存在してないか
もしれない。曲順だったり、曲と曲の間み
たいなものを味わえるのは CD だけだか
ら、今回は曲順を決めるのにめちゃくちゃ
時間をかけて、いろんな並べ方をしてみ
たんです。そうすると「君想う」から「THE 
BEYOND」の流れは崩したくないし、同じ
ように「乙女のルートはひとつじゃない！」
から「Do it！」のパーティー感も変えられ
ない。そういうのを積み上げていって、最
後はやっぱり『蒼穹のファフナー』で締め
るのも angelaっぽくてありかなと。

取材：清水素子

約 3 年半振りとなるアルバム『Battle ＆ Message』。バトル属性の angela が新型コロナウイルスと戦
う人類に想いを馳せ、メッセージを注ぎ込んだ全12 曲は、遠藤正明とデュエットを果たした表題曲を筆頭
に音楽も物語もバラエティーに満ちている。人間の表と裏を映した哲学すらエンタメに昇華する彼らの夢
と希望は途方もなく大きい。

どんな“バトル”の中でも、
やっぱり自分の“メッセージ”を発信したい

『Battle & Message』

このインタビューの全文を公開中！！▶

■atsuko…愛美
「レーベルメイトなんですけど、まだお会いしたことがなくて。SNS 上でフォ
ローしているから活躍はいつも拝見しているんです！　とても元気なイメー
ジがあるんで、会えたらいろいろ話してみたいなって思っています。いつ会え
るかな ?　楽しみですね♪」

■KATSU…庵野秀明
「ずっと気になる人ではあるんですけど、映画『シン・エヴァンゲリオン劇場
版:II』を観てからより一層、庵野監督の頭の中を知りたくなっちゃいました。

『エヴァンゲリオン』はどこまでが彼の構想なのか？　僕はそれを紐解ける日
が来るのか？　本当に何年も気になる人ですよね」

今月のお題：『今、気になっている人』

L → R　atsuko（Vo）、KATSU（Key＆Gu）

【通常盤】（CD）
KICS-3995
￥3,300（税込）
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ー今作は初の EP ということでフルア
ルバムとはまた違った臨み方だったので
はなかったかと想像しますが、実際のとこ
ろはどんな心持ちだったのでしょうか ?

「今回の EP はちょっと特殊な制作だっ
たというか…。僕は普段、EP にしてもア
ルバムにしても“作りますよ”という企画
があってから録り始めたり、制作が始まっ
たりするんです。今回はもともとどこにも
パッケージ化されていない楽曲が 2 曲
ほどあって、“それらの楽曲を出すタイミ
ングをどうしようか？”と話し合った時に、

“じゃあ、その楽曲を一緒にまとめて、新
曲も何曲か足して EP として作っちゃおう
よ”という企画で動き出したんです」
ー録音済みの楽曲に新曲を足して EP
にしたと。

「そうですね。TV アニメ『デジモンアドベ

ンチャー：』のエンディングテーマを担当
させていただけるお話があって、当初は
その一曲のシングルを出すという選択肢
もあったんです。でも、それと同時にまだ
音源化していない曲もあるということで、
シングルから EP にバージョンアップさせ
たというかたちです」
ー今回新たに作った曲というのは ?

「3 曲目の「シ・シ・シ」と、5 曲目の「シ
オン」ですね。「オーバーシーズ・ハイウェ
イ」はアニメの放送スケジュールもあった
から結構早い段階で出来上がっていて。
なので、今回はスケジュール的には“すご
く苦しかったな”みたいなのがあんまりな
かったというか、納期も余裕を持って…で
したし、いつもみたく体調を崩すわけでも
なく（笑）」
ーなるほど。その「オーバーシーズ・ハ

イウェイ」は社長（ウォルピスカーターの
呼称）がおっしゃられた通り、『デジモンア
ドベンチャー：』のエンディングテーマと
なっているわけですが、これに関してはど
んなふうにとらえたのでしょうか ?

「誰もが知っている TV アニメというか、僕
はギリギリ世代じゃなく、僕よりちょっと上
くらいの人たちが子供の頃にどっぷり…と
いう世代だと思うんですよ。そんな僕でも
アニメを観たことがあって、ゲームもやっ
たことがあるタイトルなので、“僕で大丈
夫かな？”とは思いましたね」
ー歌詞先行で作られたそうですね。

「そうです。僕と作曲をしてくれた Orang
estar さんとの共作になるんですけど、
Orangestar さんから“先に歌詞をいた
だきたい”という提案をいただいて。とい
うのも、僕は曲より先に歌詞を作り始めた

圧巻のハイトーンヴォイスがネット上で話題の男性ヴォーカリスト、人呼んで“高音出したい系男子”こ
とウォルピスカーターが 1st EP『Overseas Highway』を完成させた。TV アニメ『デジモンアドベン
チャー：』タイアップ曲他、ジャジーかつファンキーなナンバーや、ダークな曲、壮大なバラードまで、彼の
新たな魅力が詰まった一枚に仕上がっている。

EP　5/26 Release
日本コロムビア

COCP-41481
￥2,200（税込）

ことが今まではなかったので」
ー基本的には曲先行ですか ?

「はい。メロディーもあって、譜割りがある
程度決まった状態で歌詞を書くことが多
かったんですよ。だから、“どうしたもんか
な？”というか、“歌詞が先になると譜割
りのこととかをどう考えたらいいんだろ
う？”と思って。しかも、普段聴いている
Orangestar さんの歌詞には作風があっ
て、キャラクターが特に強く出る方なので、
それが僕の歌詞で崩れるのも嫌だったの
で、“何なら思いっ切り変えてくださいね”っ
ていうのを前提に小説を書いたんです」
ー小説…ですか？

「とは言っても、原稿用紙一枚分、400 字
くらいの短編小説みたいなものなんです
けど。それをもとにさらに歌詞を書いて、

“僕はこういうプロットで歌詞を書きまし
たけど、好きに使ってください！　どう変え
てもらっても大丈夫です！”と伝えました」
ーでも、社長的にもこの歌詞は納得さ
れていらっしゃるわけでしょう?

「もうばっちりだと思いましたね。それが
Orangestar さんらしさだと思ったので。
あと、めちゃくちゃキーも高くて。最初はワ
ンコーラスでデモをもらって、それも十分
高かったんですけど、“頑張れば何とかな
るかな？”とは思っていたのが、フル尺は
そこから 1 オクターブくらい上がってい
るような気がして（笑）。でも、それは僕を
信頼してくれているのかなっていう嬉しさ
はありました。それも込みで“もうばっちり
です !　最高です !　（キーが高くて）あり
がとうございます！”と」
ーこのキーの高さが「オーバーシー
ズ・ハイウェイ」のさわやかさに結びつい
ているところは圧倒的にありますよね。

「やっぱり高ければ高いほど、さわやかに
聴こえると思います（笑）」
ーこの歌詞の前向きさは社長に備わっ
ていたものと想像していましたが、お話を
うかがったところでは Orangestar さん
から前向きさを引き出してもらったという
感じなんですね。

「僕ひとりでは無理でしたね。この清らか
さというかパワフルさみたいなものは、
Orangestar さんと一緒に作ったからこ
そ出してもらえたと思います」
ーそういう意味では、ウォルピスカー
ターとして新たなところへ来た感じでも
あるんですかね ?

「もちろんそうですね。他の人と一緒に作
る方法が今回でまた増えたという。それも
ポジティブさですけど、“またひとつ自分の
キャパシティーが広がったな”という気持
ちはあります」
ー「口なしの黒百合」はメロディーも歌
詞もダークなのですが、もともと社長はこ
ういうタイプがお好きなんですね ?

「好きです。なので、かなり自然体ですね
（笑）」
ーこの曲にはどんなモチーフがあった
んですか ?

「ざっくりとしたテーマだけをまず決めて…
「口なしの黒百合」は“すごいヤンデレのス
トーカー”というテーマで（笑）。ちょっと愛
のかたちが歪んでいる女性をテーマに、
それっぽいキャラクターを検索して。そう
いうキャラクターって悪役だったりとか、漫
画だったり、いろんな作品にちょいちょい
出てくるじゃないですか。それを参考にし
てどんどん自分の中で架空のヤバいキャ
ラクターを作り上げて（笑）。“このキャラ
クターが好きになる男ってきっとこうだよ
ね”って組み上げましたね」
ー「止まないねって言わないで」はリズ
ムが少しラテンっぽい箇所もあって、聴い
てて楽しいポップなナンバーですね。

「僕がやっている“噓 CM”の企画で“嘘タ
イアップ曲”として作った曲なんですよ。
僕の名前と似ている飲み物が偶然にも
存在するんで（笑）、その CM を参考にそ
れっぽい青春 CM を毎年作っている企
画がありまして、嘘のタイアップ曲…だか
ら、僕っぽさみたいなものは一切度外視
して、青春 CMっぽさを僕と作曲の Kent 
Kakitsubata さんとふたりで作り上げま
した」

ー最後の「シオン」。社長は以前のイン
タビューで“バラードは苦手”とおっしゃっ
ていましたが、この曲はバラードであり、し
かもかなり迫力のあるナンバーですよね。

「すごく大変でした。バラードは好きなん
ですけど、求められる技術力が高いので
勝手に僕の中のハードルがかなり上がっ
ちゃって、録音に時間がかかってしまうん
ですよね。そうなってくると、だんだんと自
信を失ってくるし、苦手意識もありました
けど、この「シオン」を書いてくれた郡 陽
介さんのメロディーがすごくいいので、一
回寝て起きたらまた歌いたくなっている
というか、“早く録りたいな”って気持ちに
なる曲でしたね」
ーそういう意味では、今作は「オーバー
シーズ・ハイウェイ」のインストを除くと
5 曲入りという少ない曲数の作品ではあ
るものの、ウォルピスカーターの新たな面
を見せている音源ということが言えるの
では ?

「それは間違いないと思います。いろんな
ジャンル、さまざまな色というか、聴いて
飽きさせない構成になっているので、自
分で通して聴いても曲数が少ないとは思
わなかったですし」
ーバラエティー豊かで濃いという。

「濃いです！」
取材：帆苅智之

『Overseas Highway』

このインタビューの全文を公開中！！▶

今月のお題：『今、気になっている人』

■伊原大貴
「『恋するワンピース』という『ONE PIECE』のスピンオフギャグ漫画を描かれているんですけど、『ONE PIECE』とは全然関係のない内容なんです。麦わらの一
味のキャラクターも出てこないし。でも、アングラ的な人気があって、『ONE PIECE』ファンにもギリギリ許されているみたいな状況で（笑）、『ジャンプ +』と『ワ
ンピース .com』で連載が続いてるんです。それが破天荒でいいなと思って、すごく気になってるんです。昨年の夏ぐらいかな？　『ONE PIECE』の新刊が出た時
に…僕、電子書籍で読んでるんで、関連書籍に『恋するワンピース』が出てきたんですよ。“何だこれは？”と思って見てみたら『ONE PIECE』と少しは関連してる
とはいえ、現代の高校生の話だし、“大丈夫なのか？”と思って調べてみたら公式で、しかも“創造主・尾田栄一郎先生も絶賛！”っていうキャッチもあって、これ
はすごいなと。だって、あの『ONE PIECE』を題材にしているわけですからね。大御所の作家さんでも気が引けるような題材だと思うんですよ。それを突っきっ
てやってるからこそ許されてるんでしょうね。参考にしたいです（笑）」

いろんなジャンル、さまざまな色…聴いて飽きさせない構成になっている
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ーまずは、昨年 7 月のメジャーデビュー
以降の話を聞かせてください。

「音楽をやりながら役者をやっていたん
ですけど、まずメジャーデビューできた
ことに本当に感謝してます。初ライヴを
配信で行なって（2020 年 8 月 29 日の

『MORISAKI WIN SCREEN LIVE ～
Parade to the WonderLand ～』）、そ
こでやっとスタートが切れたって気持ち
です」
ーその配信ライヴの感想は ?

「純粋に楽しかったです。正直言ってお客さ
んがいない物足りなさはありましたけど、
やりたいことも見つかりましたし、次が見え
るライヴだったと思います。その頃から今

回のアルバム制作に動き始めてたんです」
ー今作は時間をかけて制作されてたの
ですね。

「8 月から 9 カ月くらいの期間をかけて
作りました。メジャーデビューした最初の
頃は右も左も分からず、勢いだけで乗り
切ってたところがあったんですが、前作の
EP『PARADE』（2020 年 8 月発表）を
作って、今後自分がどんなアーティストに
なっていくか、どんなアルバムを作りたい
かがいろいろ見えたんです。本当にこの
9 カ月は大きな変化の波の中にいる感覚
でしたね」
ー完成した1st アルバム『Flight』です
が、どんな作品を目指したのですか ?

「まず選曲会議の時に自分が歌いたい曲
をファーストインスピレーションで選ん
で、そこから詰めていったんです。初めに

「Love in the Stars - 星が巡り逢う夜
に -」を仕上げて、それをベースにアルバ
ムを組み立てていきました。アルバム全
体のテーマを決める際に、「Love in the 
Stars - 星が巡り逢う夜に -」も空だし、空
や飛行機をテーマにしていこうってなっ
たんです。プラス、夜中に自分がひとりで
思うこととかを入れたものにしたくて。コ
ロナ禍で当たり前が当たり前じゃなくなっ
てしまった中、これ以上壊れてほしくない
し、みんなでお互いに壊し合うのはやめよ
うっていう気持ちがアルバム全体に込め

昨年 7 月にメジャーデビューした MORISAKI WIN の 1st アルバム『Flight』が完成 !　出発感あふれる
アシッドジャズチューン「Fly with me」、先行配信された初のラブソング「Love in the Stars - 星が巡り
逢う夜に -」、自身が歌詞やトラックメイクを手がけた「Midnight」などクオリティーの高い楽曲が揃って
いる。WIN の新たな一歩目が刻まれた作品について語ってもらった。

Album　5/26 Release
コロムビアインターナショナル

【初回限定盤】（CD+DVD）
COZB-1749 ～ 50
￥5,500（税込）
※ 7 インチ W ジャケット
　特殊パッケージ仕様

今月のお題：『今、気になっている人』

られてます」
ー世の中に広くメッセージするという
よりも、すごくパーソナルな気持ちを届け
るって感じがしますね。

「それはありますね。『PARADE』にも僕
のパーソナルが少し出ていたので、だった
らそれを作品にしちゃえって感じもありま
した。ただ、パーソナルすぎるのはちょっ
と違うので、そこは曲の雰囲気に合わせ
て物語性を持たせたりしたっていうのは
あります」
ーでは、曲に触れながら話を進めましょ
う。リード曲の「Fly with me」はアシッド
ジャズ感がたっぷりのナンバーですね。

「これは宮野弦士さんに作曲していただ
いて、歌詞は SWEEP さんに僕が好きな
エアバス A380 について書いてほしいっ
てお願いしたんです。エアバス A380 は
総 2 階建ての今一番大きい旅客機で、乗
り心地がすごく良くて好きなんですよ」
ーまさに WIN さんがここから出発する
イメージがありますね。歌でこだわった部
分は ?

「アルバム全体的にそうなんですけど、日
本語を崩しながら言葉の切り際を意識し
てリズム感を出しつつ、ちゃんと伝えたい
意味を乗せていくっていうことをやってま
すね」
ーいわゆるブラックミュージック的な
ノリの歌い方ですね。そして、「Love in 
the Stars - 星が巡り逢う夜に-」はミディ
アムテンポの初のラブソングで。

「テンポはゆったりめだけど、その分、言葉
を超詰めてるので、歌が速くてめっちゃ難
しかったです。曲的には、夜は家にいるこ
とが多い時期だからこそ王道的な曲を届
けたいってことで作っていったんです。歌
詞にある 3000 マイルは東京からミャン
マーまでの距離なんですよ。作ってる時は
クーデターが起きる前でしたけど、新型コ
ロナウイルスの影響もあって帰れない状
況だったんです。なので、自分にとって大
事な人…家族だったり、ファンのみんなも
そうですし、会えない人たちに届いたらい
いなって想いで歌いました」

ー広い意味でのラブソングであると。
「JUST GO」は夜感たっぷりなナンバー
ですね。

「まさに「JUST GO」は“夜のドライブ”と
いうイメージで選んだ曲なんです。これ
も歌が大変でした。サビはミックスヴォイ
ス寄りのファルセットなんですけど、すご
く抑えながらも張らずにギリギリの地声
で歌うっていう。Bメロがすっごく難しかっ
たです」
ー「START IT OVER」は《孤独な夜
の先で また出会える様に》って歌詞がと
ても響く曲ですね。しかも、音数少ない中
での歌の表現が特に際立ってるなと。

「僕が今、何を思ってるのかをもとに作家
の EIGO さんが歌詞にしてくださったん
ですけど、歌詞が本当に最高で！　ただ、
レコーディングは難しさを越えて勝負で
した（笑）。完成版にはちょっと上モノが
入ってますけど、レコーディングの時はギ
ターの音だけだったんです。リズムに注意
して、全力でニュアンスを出しましたね。
終わり方も決まってなかったんで、ノリで
フェイクしたり」
ーそれは確かに勝負ですね。ご自身が作
曲で参加された「UNBROKEN WORLD」
はベース押しのグルーブ命の曲ですね。

「メロディーのサビを作っただけなんです
けど、この曲、超カッコ良い！　サビは自
分が作ってるだけあって、自分のツボのメ
ロディーなので歌ってて気持ち良いんで
すよ」
ーサーフ感のある「Midnight」は作詞
をされてますが。

「実は曲のほうも僕が叩き台を作って、メ
インのメロディーを SWEEP さんに考
えてもらったんです。トラックはビートを
SWEEP さんが打って、上モノは僕が全
部やりました。トラックに自分の作った音
が入るのは初めてなんですよ。いやー、ト
ラック作りも難しかったですね。これも頑
張りました！」
ートラックメイクまでチャレンジしたと。
この歌詞のテーマは ?

「たまに夜中の12 時前くらいに、ふと考

えることがあるんです。一日を振り返って
“もっとうまく伝えられたらな”とか反省し
て落ちる時があるんで、それを歌詞にして
みたんです。あえて誰に向けたとかを明
確にせずに書いてみました」
ー想いを伝える難しさはあるけど、伝え
る努力は続けたいって気持ちが描かれて
ますね。

「はい !　やっぱり自分の根底には“諦めな
い”っていうのがあるんで。きっとそれが
あるから毎日頑張れてるんだって気づけ
ました。それで、最後にちょっと前向きさ
を出したかったんです」
ーなるほど。では、完成したアルバムの
今の手応えは ?

「ミックスのファイナルで全曲を通して聴
いた時、素直にカッコ良いアルバムがで
きたなって思いました。一曲一曲に僕が
思ってたことが込められているし、ちゃん
と自分の血が通ってる感覚がすごくあり
ます」

取材：土屋恵介

『Flight』

このインタビューの全文を公開中！！▶

■松田聖子
「先日、お仕事をご一緒する機会があったんですよ。やっぱりレジェンドじゃないですか。僕らの世代からすれば、それこそボブ · ディランみたいなすごい存在だ
し。だって、普通にクインシー・ジョーンズとレコーディングした時の話をしてくれるんですよ！　“もう 20 年くらい可愛がってくれてて〜”って。“会えて良
かった”って思いましたね。松田聖子さんを生で見たってだけで、もうすごい財産になりますから（笑）。やさしいし、気さくだし、ご自身も歌われるので同じシン
ガーとしてすごく気遣ってくれるんです。アドバイスをくれる時も全然上からじゃなく、“ここはこうしたほうがいいんじゃないかと思うんだけど、どう？”と
か、僕が“こうしたらどうですかね？”って訊いたら“やってみよう！　やってみよう！”とか。とても貴重な時間を過ごさせていただきました」

【通常盤】（CD）
COCB-54330
￥2,200（税込）

僕のパーソナルに近い部分が漏れ出したアルバム
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ー「ANSWER」はゴリゴリのロックナ
ンバーですね。今回、こういった楽曲に
なった背景を教えていただけますか ?

「私は中高と軽音楽部で、ルーツにロッ
クがあるんです。ソロで出したアルバム

『From Dream And You』（2019 年
9月発表）もベースはロックでしたし。前シ
ングル「Long shot」（2021年 2 月発
表）が EDM も混じったようなアプローチ
だったので、次はもう少しロックにしたいと
作曲を ANCHOR さんにお願いしました」
ーマシンガンのように言葉が畳みかけ
てくるナンバーだし、ほぼ英語なので、歌
いこなすのが非常に難しいのではないか
と思ったのですが、曲を聴いて最初はど
んな印象を持たれましたか ?

「“これはまた大変なものが来てしまった”
と思いました（笑）。ロックは私のルーツな

のですが、スピード感があったり、言葉数
が多かったり、ちょっとラウドっぽい感じが
入っているロックというのは、歌ってきた
ジャンルではなかったので。ルーツどころ
か、新境地をやるような状態でした。聴い
た段階からすごく不安になって、“大丈夫
かな ?　歌えるんだろうか？”というハラ
ハラ感しかなかったですね（笑）」
ー前島さんにとって新境地だったので
すね。

「はい。スピードは速いし、言葉数も多い
から、口を回すのも大変な部分があって。

“これはまず、口を回すところからやらな
くてはいけない！”という感じでした。頭の
語りの部分が口を回すのが一番速い部分
だったので、私が小学生の頃に洋楽を完
璧に歌えるようになりたいと思ってやって
いた手法を久しぶりにやりました」

ーそれはどんな手法なのでしょうか ?
「耳で聴いたままの言葉をカタカナで書
くんです。例えば一番頭の《This world’
s always》という部分だと、単語読みで

“ディス・ワールズ・オールウェイズ”と
書くのではなく、“ディスオーゾエス”と聴
こえたままの言葉で書いて、ひたすらそ
れを言えるまで言う。そして、言えるように
なってきてから、ひとつずつの単語をちゃ
んと意識する。“This world’s always”
だから“world’s”の発音が入っているの
で、カタカナで“ディスオーゾエス”と書い
ていたものを“ディスワールゾーエス”に
変えて、しっかりひとつずつ単語にしてい
く…ということをやっていました。でも、最
近はそんなに口が回らない曲を歌ってい
なかったから、“この作業、久しぶりだな”と
いった感じで。時間もあまりなかったし、カ

現在放送中の TV アニメ『究極進化したフルダイブ RPG が現実よりもクソゲーだったら』の OP テーマ
「ANSWER」を歌う前島麻由。スピードに乗って次々に英詞が繰り出されるこの曲を歌いこなすのに、彼女
は久々にある方法を取ったという。自由自在に歌詞を操れるようになるまでの過程、さらに彼女の信念が
反映された歌詞について訊いた。

SIngle　5/26 Release
株式会社 KADOKAWA

ZMCZ-14785
￥1,320（税込）

タカナで言えるようになるまで移動中も
ひたすらずっと聴いていましたね」
ーすごい !　英詞の歌を歌いたい人
には、とても参考になるお話ですね。そ
して、作詞はシンガー、ラッパー、ナレー
ター、作詞作曲家、プロデューサーなどマ
ルチに活躍されている AIJ さんが担当さ
れているという。

「AIJ さんは英語をネイティブに話せる方
なので、英語はリズムの言語であるという
ところをきちんと踏まえた上で、歌詞を書
いてくださっている印象がありますね。私
自身は内容の前にリズム感に注目しまし
て…韻の踏み方、そして今回は特に速い
メロディーで言葉数が多いから普通の洋
楽みたいな乗せ方は難しいと思うんです
けど、その中でしっかりリズムが立つよう
な言葉選びをしてくださっているので、そ
こが歌としての魅力だなと感じました」
ーなるほど。

「そして、内容に関しては、私の印象として
アニメのオープニングは頭から 1 番が終
わるまでのワンコーラスの中に、起承転
結がある歌詞が多い気がするんです。例
えば主人公のキャラクターがもがいたり
迷いながら歩いているシーンから始まり、
バトルになり、B メロくらいから徐々に光
が差してきて、サビでは答えが見つかっ
たり、“それでも前に進むんだ”と決意した
りする。そして、最後にタイトルかロゴが
バーン！と出て、他のキャラも登場して終
わる…という。でも、私は前に進めないか
らこそ歌や言葉にしている人間なので、
正直言うと起承転結はいらないんです。
迷ったり、つらかったりしても、そのまま終
わっていい。それは AIJ さんにお伝えし
ました。悩んだからって答えが見えてくる
わけではないし、“何でもいいから答えを
教えて”と少し投げやりなのですが、その
ほうが人間らしいと思うんです。個人的に
はいい意味でグルグル回った状態のまま
で終わっているところが好きですね。なの
で、私の思考回路に沿っていただけてい
る気がしました」
ー確かにオープニングだと盛り上がる
内容にしようと考えるのが一般的だと思

うのですが、そのアプローチでなくても
表現方法はあると。

「曲の展開にドラマが十分あるので、内容
も一緒に解決しなくていいなと。日本語
詞の場合は聴いていると自然に内容も
頭に入ってくるから、曲自体も絵も盛り上
がっているのに内容だけずっと解決でき
ないでグルグルしている感じだと、多少の
違和感が生じてしまう方もいらっしゃるか
もしれない。でも、「ANSWER」は英詞が
メインなので、いい意味で内容が伝わりに
くいから、解決できずに答えを探し続けて
葛藤しているという内容の歌詞であって
も、音楽としてはいいのではないかと思っ
ていて。どちらかと言うと、最初に言った
英語のリズム感や言葉が立ってる感じで、
純粋に音楽を楽しんでいただけるから、
それで歌詞が気になったほうが、内容を
知った時に“こんなに葛藤しているままの
曲だったんだ !?”という驚きがあったら、
それはそれで新鮮な楽しみ方にもなるん
じゃないかという気がします」
ーカップリングの「bleed」は静かだけ
ど、次第に感情があふれ出していく楽曲
になっていますね。

「A 面は結構ハードだけど、B 面は逆にガ
ラッと印象が変わるという。“表題曲と反
対のものをやりたい”と思ったところから
始まりました。あとは、私のルーツでもあ
る洋楽的なエッセンスをより前に出した
楽曲がやれるといいなって。歌詞に関して
は AIJ さんと一緒に作らせていただいた
ので、私の考えていることや思っているこ
とをそのまま歌詞にできました。だから、
メロディーも内容も、それに合わせて歌
い方も、よりエモーショナルな一曲になっ
たと思っています」
ー静かな楽曲の中で前島さんの凛とし
た歌声がとても印象的でした。

「この歌は自分の中にあるものをそのま
ま言葉にしているので、そういった意味
では非常にエモーショナルなのですが、
例 え ば１A、２A 頭 の《My future is 
burning》と《My dream is falling》は

“未来が燃えていく”と少し情景的なとこ
ろもあって」

ーそれはどういったことでしょうか ?
「自分の中で夢や未来が燃えたり落ちて
いっているのではなくて、自分が見てい
る目の前で燃えたり落ちたりしている感
覚があるんです。例えるなら“冬になって
葉っぱがどんどん枯れて落ちているのを
見ているだけ”みたいな感じで。だから、自
分が今まで歌ってきた歌の中でも、特に
情景的な要素が大きいです。「bleed」は
そういった情景的なところもあるので、今
までのエモーショナルな感じとはまた違っ
た、別の種類のエモーショナルな声につ
ながっているといいなと思いながら歌っ
ていましたね」
ー今作は「ANSWER」も「bleed」も前
島さんのヴォーカル力のすごさを体感で
きる 2 曲ですね。

「ありがとうございます。“答えが出ない”
とか“ずっと自分の中にあるんだ”みたい
なものを動で表現したのが「ANSWER」
で、静で表現したのが「bleed」ですね。対
極的な曲調ではありますが、そこを楽しん
でいただけたら嬉しいです。歌詞のほとん
どが英語なので内容というより純粋に楽
曲、メロディー、リズムといった音楽的な
ところを楽しんでいただけたらと。ただ、
その先に“どんなことを歌っているんだろ
う？”となった時、“こんなことを歌ってい
るんだ !?”や“意外とネガティブなんだな”
とか、“自分もすごく共感できる！”と感じ
てもらえたらと思います」

取材：キャベトンコ

「ANSWER」

このインタビューの全文を公開中！！▶

今月のお題：『今、気になっている人』

■ ISSA
「“今”ではなく、常に気になってます！　DA PUMP の大ファンなので（笑）。両親が DA PUMP とプロデューサーの m.c.A・T さんが好きだったから、常に曲
がかかってたんですよ。ずっとそれを聴いて育ったので、私も気がつけばって（笑）。特に ISSA さんが好きで…母が好きだったから、もう遺伝子的に大好きな
んです。それこそ見た目から全て！　もちろん歌声も好きだし、とにかく最高です!!　ISSA さん以外の人にハマったり、ファンになることがなさすぎて…本
当にもう…言葉が出てこないです。あまりに好きすぎて、ずっと周りにも言えなかったんですよ（笑）」

答えが出ないことを動と静で表現した



music UP's        1514        music UP's

Single　5/26 Release
TOY’S FACTORY

【初回生産限定盤】
（CD+Blu-ray）
TFCC-89707 ～ 8
￥6,050（税込）

【通常盤】（CD）
TFCC-89709
￥1,400（税込）

■料理研究家のリュウジ
「Twitter で知ってハマったんですけど、レシピ本を全部持っているくらいのファンです。YouTube で動画を観ていると、リュウジさんって絶対に酔っ払いな
がら料理をするんですよね（笑）。4 本撮りの 4 本目とか、なぜか酔うほどに手際がいいんですよ。料理を毎日するようになってからリュウジさんのレシピに
本当に助けられています。おからのナゲットが簡単で美味しくて、100 回くらいは作っています（笑）」

今月のお題：『今、気になっている人』

ー久々のリリースにあたり、今の率直な
お気持ちを聞かせてください。

「配信曲やフィーチャリング曲はあったん
ですが、自分名義としては久々のシング
ルなんです。今回はタイアップというかた
ちで作品を背負わせていただくことがで
きたとともに、声優としても出演させてい

ー背中を押してくれそうな前向きな歌
詞も印象的ですね。

「まさしく応援歌になっていますよね。お気
に入りは、2 番の《まっすぐに伸びた道な
どないから／迷いながらかっ飛ばそう》と
いうフレーズです。スポーツをしている人
じゃなくても、自分の今の心情に置き換え
るとグッとくるいい表現だと思います。“こ
んなにも自然にネガティブをポジティブに
変えてくれるなんて”と思わせてくれる楽
曲と言いますか。何をするにしても個人の
葛藤や戦いはあると思うのですが、成長っ
てやっぱり他人がいないとできないと思う
ので、仲間や家族、先輩後輩…聴く人それ
ぞれの周りにいる人を意識させてくれて、
シチュエーションとして広がりのある歌詞
になっていますよね」
ー今作の MV はどんな仕上がりになり
ましたか？

「ロケ地が学校で、まさに“青春！”みたい
な感じです。“青春期って、こういう空間で
過ごしてたな”と思い起こされるような作
りになっていますね。初めてバンドのみ
なさんと一緒に MV に出演したのも嬉し
かったです。校庭や屋上で歌ったりしてい
て、それが不思議な感覚でした。合間に実
際の学生さんたちの部活の描写も盛り込
まれているから、アニメの世界観ともリン
クした仕上がりになっています。ですが、
実は校庭で撮影したバンドの演奏シーン
は砂埃がすごくて、撮影が終わった頃には
私の白いスニーカーもビンテージものみ
たいな色合いになっていました（笑）」
ーカップリングの「永遠と言ってみた
い」のポイントは？

「約 2 年半振りのシングルで、私自身の変
化もあったので、“小松未可子の新境地っ
て何だろう？”を出発点に Q-MHz の田
代智一さんが汲み取ってくださったんだ
と思うのですが、“新しい小松未可子像”の
イメージとして送ってくださったのが、チャ
カ・カーンの楽曲だったんです。聴いてみ
たら本当にとても渋いジャジーな楽曲で、

“こういうの、歌えるかな？”という気持ち
は若干ありました（笑）。ですが、今までに
ないタイプの楽曲だったからこそトライす
ることにしたんです。そこから Q-MHz の

ただいているので、いろいろな側面で TV
アニメ『さよなら私のクラマー』にかかわ
り、お力添えできるのが嬉しかったです。
キャストという立場でアニメ制作の内側か
らかかわることができたので、また見え方
も違いましたね。アフレコに携われたこと
でアニメ制作の指揮を見られたり、監督と

みなさん流に楽曲をアレンジしていただ
き、私のエッセンスも加えていただいてい
ます。今までの Q-MHz さんとの楽曲で
は高音を活かしたり、ポップな部分が大き
かったり、ライヴでも楽しめる曲が多かっ
たのですが、この曲は自分の中でひとつ
大人になったような感覚のあるものにな
りました。私が思う“大人”なニュアンスが
ないと説得力がないかもと思い、意識し
ながら仕上げていきました。また、音数が
多くて、畑 亜貴さんが書いてくださった
歌詞も音遊びみたいで楽しかったです。で
も、レコーディングでは多少苦戦しました
ね（苦笑）。あと、これまでの楽曲の中でも
キーが低めなんですよ。最近、自分が演じ
る役も低音のキャラクターが多くなってき
たので、そういう自分の側面も考えて、今
作るべきタイミングの楽曲なのかなとい
う感じはあります。等身大でありつつも、
ちょっと他所も行ってみたいという気持ち
もどこかに持っていたので」
ーそして、シングルの初回生産限定盤
には 2018 年のワンマンツアーのライ
ヴ映像が収録されます。ボリューミーで
ファンの方には嬉しい一枚ですよね。

「改めて映像を観ると懐かしすぎて、“私、
こんな感じだったっけ !?”という想いにも
なりました（笑）。また、ライヴってこんなに
素晴らしいものだったんだと体感したりも
しましたね。その反面、3 年前の自分の映
像を観て、今もこのテンションでライヴが
できるのか不安になったりもして（笑）。あ
と、映像を観たことで、改めてこの一年は
自分もそうですけど、世間がライヴを求め
ていると感じました。私自身も他の方のラ
イヴに行った時にお客さんの反応を観て、

“そうだよね。この場所に来て分かち合っ
て、一体となって初めてライヴになるよ
ね”としみじみと感じましたね」
ー改めてご覧になって思い出したツ
アーのエピソードはありますか？

「確か、この時すごく体調が悪かったんで
す（笑）。だから、記憶がない部分もあっ
て。後日、その時は体調が悪かったという
お話もさせていただいたんですけれど、
人間ってアドレナリンが出てたら何とかな
るんだと思うぐらい、“このライヴを絶対

もお話させていただく機会も多かったり
と、制作側の雰囲気や出演陣の熱量を目
の当たりにしたことが、すごく自分のモチ
ベーションにつながりました」
ー「悔しいことは蹴っ飛ばせ」が ED
テーマとなる『さよなら私のクラマー』の
原作やアニメから感じたイメージは？

「原作を読ませていただいて、漫画のタッ
チからエネルギーを感じる作品だと思い
ました。サッカーの試合の描写もインパク
トや躍動感、生命力が感じられましたし。
でも、その荒々しい試合の描写とは打って
変わって、キャラクターたちがすごく可愛
いんですよ。根性が据わっていたり、融通
が利かない頑固さを持っていたり…そう
いう女の子たちがそれぞれの夢を持ちな
がら切磋琢磨して人とかかわっていく上
で、サッカーを通して自分自身も成長して
いくのが魅力的で。女子サッカーの今と未
来を考えられるような、すごく重要な作品
だと思いました。アニメは色使いがとても
ポップで、観ていて本当に気持ちが良い
ですね。サッカーの動きが分かりやすく描
かれているから女子サッカーを知る入口
としても入りやすいと思います。毎話続き
が気になる作りになっているので、これか
らどんな試合が描かれていくのか楽しみ
です」
ー「悔しいことは蹴っ飛ばせ」は、疾走
感のあるさわやかなギターロックチュー
ンに仕上がっていますね。

「例えばアニメの OP テーマがアップテン
ポで勢い良く引き込む曲だとしたら、ED
テーマはしっとり緩やかなテンポになるこ
とが多い印象でしたが、この作品のエン
ディングはとても“動”で。だから、次につな
がるという意味合いが大きいのかなと思
いました。初めて楽曲を聴いた時、“これは
OP テーマなのでは !?”という驚きがあっ
たぐらいで（笑）。楽曲にも“私ってこういう
感じだったな”と改めて思わせてもらえた
というか、ある意味で自分も原点に立ち
返れたような感覚がありました」

にやる！”という謎の自分のエネルギーを
感じました（笑）」
ーそんな小松さんが音楽活動でずっと
変わらずに大切にされていることは？

「今の自分を投影することだと思います。
本当に少しずつなんですけれど、環境が
変わったり、自分が務めるキャラクターが
変化していったり、声優業も音楽業もさせ
ていただいているので、いい意味で相互
で行き来できていたらいいなと。そういう
環境の変化も音楽にフィットできていたら
面白いなと思います。この一年はみなさ
んとしても大きな変化のあった日々が続
いていて、ちょっとずつ新たな日常を作っ
ていく作業だったと思うんですよ。その中
で私たちも新しくどうしていこうか、どう
やって楽しいものを作っていこうかと切磋
琢磨しながら考えていて。そのひとつの始
まりとしての楽曲を、ぜひみなさんに聴い
ていただけたら嬉しいです。そこから、よ
り音楽を共有できるやり方を模索しなが
ら、またみなさんに会える日に向けて頑張
るので、楽しみにしていていただけたらい
いなと思います」

取材：齊藤 恵

TV アニメ『さよなら私のクラマー』ED テーマとして書き下ろした表題曲と大人の雰囲気漂う新境地とな
るナンバーが並ぶ、約 2 年半振りのシングル「悔しいことは蹴っ飛ばせ」。初回生産限定盤には 2018 年
に開催した『小松未可子 TOUR 2018 "Personal Terminal"』の模様を収めた Blu-ray を同梱する、ボ
リュームたっぷりの一枚について話を訊いた。

 “私ってこういう感じだったな”と改めて思わせてもらえた

「悔しいことは蹴っ飛ばせ」

このインタビューの全文を公開中！！▶



music UP's        1716        music UP's

Single　6/2 Release
日本コロムビア 

【限定盤】（CD+DVD）
COZC-1753 ～ 4
￥2,090（税込）

【通常盤】（CD）
COZC-17883
￥1,430（税込）

■有賀 薫
「スープが大好きで、学生時代から『Soup Stock Tokyo』にもよく行っているんですけど、コロナ禍でなかなか行けないし、家で作ることが増えまして。いろ
んなレシピを見たけど、スープ作家さんということもあって有賀 薫さんのレシピが最高なんですよね。レシピ本も買って、いっぱい試しながらスープを楽し
んでいます。実は今晩もほうれん草とブロッコリーのカレースープを作る予定なんですよ（笑）」

今月のお題：『今、気になっている人』

ー音楽活動を始めてから 6 年以上経
ちましたが、アーティストとして活動する
上で大切にしていることは何ですか？

「自分の気持ちに嘘はつかないことです。
作家さんに楽曲を作っていただく以上、
全ての歌詞が私の経験にもとづくわけで
はないので、新しい曲を歌う前には自分な
りにストーリーを考えているんですよ。最
近、ようやくしっかりと曲を自分の中で消
化して、“演じながら歌う”ことができるよう
になってきました」
ーその変化には何かきっかけがありそ
うですね。

「きっかけは、4th アルバム『Ephemera』
（2019 年11月発表）ですね。この作品
から制作チームが新体制になったことで、
歌詞の一人称に“僕”が使われ始めたんで
す。それまでの楽曲は“私”で統一してきた

高校時代を懐かしむ気持ちになりましたね」
ーこの曲を歌う上で意識したことはあ
りますか？

「全体的に柔らかく、ほんわかとした雰囲
気で楽曲がまとまることを目指しました。
実はアニメ監督の神谷 純さんとレコー
ディング当日にお話をする機会があって。
当初はエンディング映像が出来上がって
なかったので、どんなふうに歌うか自分
の中で悩んでいたんですけど、映像のイ
メージを監督に教えてもらえたんです。

“真土泥右衛門などのマスコットたちが
出てくる、可愛くてほのぼのするような映
像になるよ”と。そのお話を先にうかがえ
たから、歌唱のイメージもしっかりと持っ
て歌えました。この話を聞けずにいたら、
もう少し感傷的でエモーショナルに歌って
いたかもしれないですね」
ー確かに、歌詞の中で登場人物たちの関
係性の変化を予感させる描写もありますし、
そうした方向性の理解もできそうですね。

「今回の制作にあたり、hisakuni さんか
ら“こういう曲にしたいです！”というメッ
セージもいただいたんです。そこには、青
春をテーマにしつつ女の子同士が恋心を
抱きながらもすれ違うかも…といった内
容が書かれていて」
ー作品の裏テーマのようにも思えます
ね。そんな hisakuni さんとは 2nd アル
バム『Blooming!』（2015 年 7 月発表）
の収録曲「with you」に始まり、これま
でに数多くの楽曲でタッグを組まれてい
て、内田さんに対する hisakuni さんの
理解度も相当かと思われますが、「Pale 
Blue」の歌詞にも共感できるポイントは
見当たりましたか？

「それが、もうめちゃくちゃあって。今ま
でも“どこかで私を見てたの？”と思うほ
どだったところが、今回は“全部が私じゃ
ん！”って（笑）」
ーその中で特に好きなフレーズはどこ
でしょう？

「2 番A メロの《好きなモノ 好きなコト／
恥ずかしがらず好きと言える／君が好き》か
ら始まる部分です。すごく私っぽいなって」
ー内田さんなら絶対にそこを選ぶだ

ところを、新しいスタッフさんから“内田さ
んの楽曲を聴いた人の感情が“僕”という
言葉をきっかけに動かせたら、それはとて
も素敵だと思いますよ”とご提案をいただ
いて。これまでは“私とみんな”というような
向かい合うイメージで歌詞を届けることに
こだわっていたものが、“僕”にすることで私
を含めて“みんな”という一体的な感覚を
持って伝えられるようになったことが大き
かったですね」
ーそうした成長を経て、シングル「Pale 
Blue」が発売されます。表題曲は TV ア
ニメ『やくならマグカップも』ED テーマに
起用されていますが、内田さんも出演し
ているんですよね。

「そうなんです。このアニメは女子高生 4
人による陶芸部での活動をテーマに、そ
れぞれの想いや成長を描いた青春群像劇

ろうと確信していました（笑）。それこそ、
2014 年 8 月まで遡りますが、代々木ア
ニメーション学院名古屋校の体験入学イ
ベントへ出演された時に、学生のみなさん
へ“笑われても、バカにされても、自分の夢
と自分を信じて進んでこう！”と伝えてい
た姿を印象深く覚えています。今回の歌詞
にも通じそうなメッセージですね。

「確かに！　すっごく懐かしいですね（笑）」
ー今でも当時の想いは変わっていない？

「ちょっと…変わっちゃったかもしれない
（笑）。声優になったらなったで悩みが 10
倍くらいに膨らんじゃうこともあるし…」
ーとはいえ、そうした夢に向かって努
力する人さえ、「Pale Blue」は温かく見
守ってくれそうです。

「それで言うと『やくならマグカップも』第
3 話では、真面目に陶芸に取り組む青木
十子ちゃんと、賑やかに部活動を楽しみた
い久々梨三華ちゃんが喧嘩をしちゃった
んですよ。原作を読んだ時から感じてい
たんですが、十子ちゃんが抱いている先
輩らしい考え方は自分の中にも存在して
いるなと」
ー内田さん自身に重なる部分があるん
ですね。

「例えば、大好きな歌を素直に楽しめばい
いのに、最初はアーティストデビューを嫌
がってたし、大人っぽい歌を歌えるほうが
いいと考える自分と、可愛い歌が大好き
でいるもうひとりの自分がいたり。最近だ
と、アーティストとして早くライヴを開催し
たいと周囲に発信すべきと考えているん
ですけど、コロナ禍ということもあって、私
の決断でひとりでもつらい想いになってし
まう方がいるのなら、それは望みたくない
という…。複雑なところですね」
ーこうした状況下だと、なおさらに二律
背反が生じてしまうと思います。

「人生って常に理想と現実を行き来す
るものだと思うんです。その上で「Pale 
Blue」を歌っていると、周囲に対してもそ
うなんですが、むしろもうひとりの自分自
身と向き合える気がしていて、そこに心を
グッと掴まれるんですよね。自分を俯瞰で
見て包み込んでくれるようで、“今を楽しく

になっていて、私は真土泥右衛門というマ
スコットキャラクターを演じています。今
回のアニメ版では原作と少し違って、次回
予告のナレーションを担当しながらメイン
キャラクターたちを見守り、“このあとはど
うするんだ !?”とツッコミを入れたりして
いますね」
ー私も観ましたが次回予告も面白いで
すよね。楽曲としてはどのような仕上がり
になりましたか？

「プロデュースをしていただいた作家の
hisakuni さんに、アニメの内容をうまく汲
んでいただけて、タイトルの“淡く蒼い”色が
思い浮かぶ、さわやかなものになりました。
アニメを視聴されている方には彼女たちの
想いと通じる部分を、そうでない方には淡
い恋愛や友情からうっすらと懐かしさなど
を感じていただけると思います。私自身も

生きているなら大丈夫”とありのままを認
めてくれる一曲だなって。最後には自分に
意味が返ってきてくれる言葉ばかりだか
ら、私が hisakuni さんの歌詞に一番癒
されているかもしれないです」
ーそんな「Pale Blue」の MV につい
て、注目ポイントはありますか？

「今回は室内撮影だったんですけど、監督
さんが限られた空間の中でいろいろな面
白い仕かけを考えてくださいました。アニ
メの内容に合わせて、ろくろを思わせるレ
コードやマグカップも登場します」
ー全体的に可愛いらしいモチーフが多
いですよね。

「そうなんです！　1stシングル「SUMILE 
SMILE」（2016 年 11 月発表）の MV で
お会いした大好きなデザイナーさんにご
協力をいただきました。今回も小物などを
作っていただいたんですけど、本当に可愛
い世界観をお持ちなんですよ。ファンのみ
んなには“少しだけ昔の可愛い路線に戻っ
た？”と思われそうですが、私自身がそも
そも可愛いものが大好きなので。楽曲タイ
トルもほわんとしたイメージのある“Pale 
Blue”だから許してくれるかな？（笑）」

取材：一条皓太

自身も出演している TV アニメ『やくならマグカップも』ED テーマを含む 5th シングル「Pale Blue」。表
題曲の歌詞は自分とリンクすることも多いようで“全部が私じゃん！”と話すほど。本誌初登場となる彼女
に音楽活動に対する気持ちの変化やファンへの想いも訊いた。

“今を楽しく生きているなら大丈夫”と、ありのままを認めてくれる一曲

「Pale Blue」

このインタビューの全文を公開中！！▶



music UP's        1918        music UP's

CD+DVD　6/9 Release
ZOE CORPORATION

ZOE-033 ～ 4
￥5,000（税込）

ー今回が第四弾となるわけですが、この
“RELOAD PROJECT”（以下、“RELOAD”）

をスタートさせたきっかけというのは ?
JILL：第一弾だった『PERSONZ』（201
6 年 11 月発表）の前年に日本武道館公
演がありまして、その武道館を達成する
までに 4 年くらいかかってしまったんで、
公演を無事に終えたあと、ちょっと抜け殻
みたいになってしまったんですね。で、“次
に何をやったらいいのかな？”と考えて
いた時に、ある方から“アナログレコード
を作らないか？”という企画をもらったん
です。アナログレコードだったら過去のも
のをもう一度蘇らせても面白いかもと。
ただ、『PERSONZ』というのは 1st ア
ルバムで、当時はアナログレコードでした
から、それをそのままやっても面白くない
ので、一発録りのライヴでレコーディング

する？”とか、結構作り込む作業が発生し
てきちゃうので、みんなで集まって“せー
の”ですぐにかたちになるものと考える
と、このインディーズの頃の曲が一番適
当なんじゃないかと。
ー今の状況下でやれることを考える
と、『ROMANTIC REVOLUTION』と

『POWER-PASSION』が相応しかった
という感じでしょうか ?　とはいえ、一発
録り自体は何度もご経験があると思いま
すが、その緊張感は凄まじいものがあっ
たのだろうとお察ししました。
渡邉：お客さんが誰もいない中、音と映像
を一緒に録られるというのはかなり厳し
い作業でしたね。こういう経験はないし…
本当に最初の 2 曲くらいは何をやってい
たのかよく覚えてないんです（苦笑）。レ
コーディングでは演奏に集中するじゃな
いですか。どんな顔をして弾いていると
か、あんまりそういうのは関係ない。だか
ら、“観られているという体裁をどういうふ
うに自分の中で解釈したらいいのか？”
というところで、ただ演奏しているだけで
はいけないし、あんまりカッコつけてると
間違えちゃうし（笑）。
ー眼前にお客さんがいないというのが
大きかった ?
渡邉：今回、それに気づいたんですけど、
誰かに観られている前提があると、それ
はそれで割りきれるというか、吹っきれる
というか、諦めがつくというか（笑）。観客
がいないとインナーにプレッシャーが向
いてくるんですよね。
ーその辺、JILL さんはいかがですか ?
JILL：緊張感はまったくなかったですね。
私には“こういうふうにパフォーマンスし
よう”というプランがあったし、歌は普段
のライヴと一緒のように一発で歌えばい
いと思ってたんで、何もこだわることはな
かった。ただ、ちょっとプロモーションビデ

するのはどうだろうか…というような経緯
だったと思います。
ー『PERSONZ』を皮切りに、2017
年に 7th アルバム『The Show Must 
Go On』と 3rd アルバム『NO MORE 
TEARS』の過去 3 作品を“RELOAD”さ
れてきましたが、そこから少し期間が空い
て、今回は第四弾として PERSONZ の
もっとも古い音源である『ROMANTIC 
REVOLUTION』『POWER-PASSION』
を“RELOAD”されました。これはどういう
経緯だったのかを教えてください。
JILL：今回はコロナ禍で身動きが取れな
かった…昨年と今年はツアーが全部中止
になり、この先もライヴができない状態が
どこまで続くのか分からない中、“でも、何
か作品を作らないといけない”というとこ
ろで、“あっ、これだったら！”と案が出てき

オ的なイメージを入れようと思ったから、
それが今までの『RODEO DRIVE』（無
人のライヴ会場での一発録りを収録した
DVD アルバム）とは少し違いますね。今、
Instagram にアップしていますが、昨年
11 月から自分でもショート MV を作って
たからイメージはしやすかったというのは
ありましたけど、10 曲分の着替えをしな
くちゃいけなかったので緊張する暇がな
かったという（笑）。
ー本田さんはいかがでしたか ?
本田：今回はちょっとアレンジされてて…
イントロダクションがついたりして、昔と
違ったりしているところがあるんですよ。
その部分はアドリブ性があるというか、イ
ンプロビゼーションみたいな感じだった
りするんですね。演奏陣はアドリブプレイ
的に始まって、そのあとで本編に入って
いくんだけど、“アドリブがうまくいったと
しても、次のイントロで俺が間違ったらど
うしよう？”とか“出だしはカッコ良かった
だけに、そのあとで俺が失敗したらヤベぇ
な”みたいな変なプレッシャーはありました

（笑）。
ー同じ質問ですが、藤田さんはいかが
でしょう?
藤田：僕も渡邉くんの感覚とほぼ一緒で
すね。スタッフの人たちは周りにいっぱい
いたけれど、お客さんに観せているわけ
ではないので、やっぱり意識が内々に向く
んですよ。演奏しながらでも“こうしなきゃ
いけない”“ああしなきゃいけない”という
気持ちが悪い方向に回り始めていたよう
な気がします（笑）。あとは、まるまる一年
間、まともにライヴができていないという
ことをぶつけようとしていたところもある
んじゃないかと。それが固さとか、力みに
向かってしまった反省点はちょっと感じて
ますね。お客さんがいないというのは、気
持ちをフラットにするのがなかなか難しい

た感じですね。
渡邉：他の候補もいろいろとあったんで
すよ。これまでの“RELOAD”もいつも
同じようなやり方をしていたわけじゃな
くて、いろいろとかたちを変えていたん
で。でも、その中で今回は一発録りとい
うカテゴリーの中でやれることを考えた
んです。このご時勢だったり、収録場所が
CLUB CITTA' であることを考えると、イ
ンディーズの 2 枚をやるのが一番いいん
じゃないかということで選ばせていただ
きました。
藤田：僕は“今回はどのアルバムを料理し
ようか？”という時から話し合いに参加し
ていたんですけど、他にもいくつか候補
があったんですよ。でも、他の作品に手を
つけるとなると“じゃあ、ここの打ち込み
の部分をどうする？”とか“ダビングはどう

状況でした。
ーみなさんの発言からはかなりストイッ
クに臨まれたことがうかがえますが、逆に
言いますと、それをやれるだけのバンドの
力量であり、プライドを感じたところでは
あります。
JILL：1986 年や 1987 年にこれをや
れと言われてもできないですね。ただで
さえ『ROMANTIC REVOLUTION』は
レコーディングが初体験だったので。そう
思うと、一度も活動を止めることなく、長
年やってきたことが表れているのかなと
思いますね。
渡邉：ただ演奏することだけなら若いバン
ドでもできるんでしょうけれど…何でしょ
うね ?　それだけじゃないんですよ。“バ
ンドで一発録りをしよう”というところに至
る気持ちというか。ただ演奏を一発録りで
やるということだけじゃない、もっと複雑
なものがあって…ある種の集大成と言っ
ちゃうと大袈裟ですけど、“バンドであるこ
との意味”みたいなものも含んだ行為と
いうか。そういうものがあるんですよ。

取材：帆苅智之

過去作を最新の状態にアップデートして蘇らせる“RELOAD PROJECT”の第四弾として、1986 年と
1987 年にインディーズでリリースした『ROMANTIC REVOLUTION』と『POWER-PASSION』を

“RELOAD”！　今回の制作背景について訊くとともに、この 2 作品からうかがえる初期 PERSONZ の
ロックバンドとしての革新性について、メンバー 4 人を深掘りした。

“バンドであることの意味”みたいなものも含んだ行為

『ROMANTIC REVOLUTION 
  / POWER-PASSION』

このインタビューの全文を公開中！！▶

■JILL…SHINee のテミン
「最近韓国ドラマにハマったんですけど、そのまま音楽も好きになりました。
娘も韓流ファンなので、師匠になってもらって教えてもらっています。バック
ボーンにマイケ ル・ジャクソンがいるようで、パフォーマンス力とかリズム
の取り方や間合いが素晴らしくて、私のロールモデルにもしたいくらい！　毎
日欠かさず動画を 50 回くらい観ています」

■本田 毅…ローコストコスプレ
「Instagram でローコストコスプレさんというタイのコスプレイヤーをフォ
ローしているんですけど、いろんなものを使ってアニメキャラクターのコス
プレをするんですよ。例えば『鬼滅の刃』の煉獄杏寿郎だったら黄色と赤色の
唐辛子を使って髪型を表現していて、身の回りのものを使った発想が本当に
面白くて気になっています」

■渡邉 貢…羽生善治
渡邉：音楽以外の趣味だと将棋が好きなんですよ。羽生善治さんがテレビの
ドキュメンタリーでクローズアップされることが多くて、それを観ていると
たくさんいらっしゃる棋士の中でも本当にすごい人なんだなって。いつか対
局してくれないかなと思ってます。
JILL：何の話よ（笑）。
本田：夢を語るコーナーじゃないですよ！（笑）

■藤田 勉…日本の政治家
「特にこの人っていうのはないんですけど、やっぱり気になるのはコロナ禍に
絡んだ政治の話ですとか、オリンピックに絡んだお話とかで。“次はどんな方
がどんな発言をしてくれるのだろう？”と日々とても気になっています。どん
な突拍子もないことを言い出すのかなと（笑）」

今月のお題：『今、気になっている人』

L → R　藤田 勉（Dr）、本田 毅（Gu）、JILL（Vo）、渡邉 貢（Ba）
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ー7 インチシングルレコードの BOX
セットというのは、いかにも THE COLLE
CTORSらしいアイテムですね。

「30 周年記念の BOX セット（2016 年
9月発表の『MUCH TOO ROMANTIC! 
The Collectors 30th Anniversary 
CD/DVD Collection』）がそれまでリ
リースした全てのオリジナルアルバムと
アウトテイクの CD、ヒストリー DVD を
パッケージした豪華絢爛なもので、それ
から 5 年が経って“じゃあ、次はアナログ
BOX を作る？”って話になった時に、アナ
ログの 7 インチシングルは「太陽はひと
りぼっち」（1988 年 6 月発表）しか出し
ていないから、アルバムから代表曲をメン

バーが一曲ずつ選んで、それを 7 インチ
にして BOX セットにしたら面白いものが
できるんじゃないかということで、このア
イテムに達しました」
ー意外な曲がセレクトされていたり、シ
ングル盤としての組み合わせの妙もいろ
いろあったりしますね。

「そこが一番のミソなんですよ。“各アルバ
ムからシングル盤を出したかったよな”っ
ていう想いもありましたし。だから、“この
アルバムだったら、この曲をシングル盤で
出したかったよ”っていうのが作れたのが
最高だったし、面白かったですね」
ー「Thank U」なんてこの企画がなけ
れば7インチで出ることはなかったでしょ

うね。
「出てないよね。『ロック教室～THE ROC
K'N ROLL CULTURE SCHOOL ～』

（2006 年 7 月発表）という 20 周年記
念でリリースしたアルバムの一番最後の
曲っていう印象になってしまっているから
ね。でも、自分の中ではかなり気に入って
いるし、カッコ良いと思っているので、これ
がシングルになることで“あっ、こんなオリ
ジナルナンバーもあったんだ !?”って思っ
てもらえたらいいですね。あとは、THE 
COLLECTORS の魅力のひとつでもあ
る「あてのない船」みたいな壮大なバラー
ドは、The Beatles の「ザ・ロング・アン
ド・ワインディング・ロード」のシングルを

盤を汚さないようにそっと取り出してプレイヤーに乗せ、慎重に針を落とす。その瞬間に広がる、かけ替え
のない愛しい時間。THE COLLECTORS の鳴らす珠玉のポップミュージック＆ロックンロールが結成
35 周年記念 7 インチシングルレコード BOX『13 VINYL SINGLES』に。この加藤ひさし（Vo）の言葉を
参考に、じっくり聴くも良し、DJ 気分で弾けるのもまた良し！　

7inch BOX　6/2 Release
日本コロムビア

COZA-1755 ～ 68　
￥25,300（税込）
※13EP+DVD
※生産限定商品　
※シリアルナンバー入り

今月のお題：『今、気になっている人』

買った時みたいな気持ちで選びました」
ー7 インチシングルになることで再確
認できることもいろいろありそうですね。

「アルバムって 10 ～ 12 曲入るわけじゃ
ないですか。だから、聴いていくと多かれ
少なかれ、前の曲から影響されたりとかす
るんだけど、シングルだとその一曲にスポッ
トがくっきりと当たるので、自分でもかなり
印象が変わったというのもありました」
ーアナログ盤だと、ひっくり返して B 面
の曲を聴く作業も楽しいですしね。

「そうですね。で、針を乗せると数分後に
止まるわけじゃないですか。止まったら針
を上げないといけないから、すごく集中し
て聴くんですよね（笑）。ながら聴きができ
ない！　そこが僕みたいなレコードで育っ
た世代には懐かしさがめちゃくちゃ込み上
げてきたり」
ー盤を傷つけないように、そっと針を落
としたりとか。

「そうそう。まさに！」
ーそして、やっぱり「ヒマラヤ」「揺れる
恋はスミレ色」という新曲 2 曲が 7 イン
チになっているというのも嬉しいですね。

「それは僕もすごく嬉しいです」
ーしかも、タイトルからしてもう…（笑）。

『別世界旅行〜 A Trip in Any Other 
World〜』（2020年11月発表）からの発
想の転換みたいなものはあったのですか？

「発想の転換というよりは…「お願いマー
シー」（『別世界旅行～ A Trip in Any 
Other World ～』のリード曲）の一曲で
2020 年を歌いきっちゃったんですよね。
だから、これ以上はコロナ時代のことを歌
うことができない…今も 2020 年の延
長だしね。この不自由な毎日というのは、
日本はどんどんひどくなっているし。そ
んな中で“何を歌おうかな？”って思った
時、沸々と湧いてきたのが“The Beatles
ごっこ”だったんですよ（笑）。もうね、プラ
モデルを作っているのと一緒だね !　“俺、
サイケが好きだったなぁ”“まったく意味の
分らないことを歌っている時代があったよ
な”みたいな。で、“この悩みも神秘の里に
行って解き放つ！”っていうようなエセ宗
教的な歌って面白いかもと。だから、「ヒマ

ラヤ」なんですよ。もう何よりも、♪ヒマラ
ヤ～って歌った時のメロディーラインと歌
詞がぴったりとくる感じがね」
ーイントロのシタールの音色なんて最
高の遊び心ですよね。

「あのエレクトリックシタールは僕の私物
なんですよ。そうそう登場する機会ってな
いので、こういう時に見せびらかすわけで
す（笑）。今ってほんとに外に出れない現
状なので、最高の大人の遊びをやったって
いう感じです」
ーでも、一応ググっちゃいました。ヒマ
ラヤの壮大さを改めて確認しようと。

「ヒマラヤ山脈って国を跨いでいるし、広
いんですよね。そこで“チベットあたりを意
識して政治的なことを歌いやがって”って
思うのも勝手だし。だから、そういった意
味でも“ヒマラヤ”というワードが何よりも
良かったんです」
ーB 面の「揺れる恋はスミレ色」です
が、このタイトルで曲が書けるのは、今や
加藤さんしかいないのではないかと。

「まぁねー。やっぱりそこは年齢が出るよ
ね。Betsy &Chris の「白い色は恋人の
色」やヴィレッジ・シンガーズの「亜麻色
の髪の乙女」、桑名正博の「セクシャル
バイオレット No.1」、一風堂の「すみれ 
September Love」…そういうのを凝縮
してフォークロックみたいな曲を作りたい
と思ったら、そういうエキスが全部出ちゃ
いまして（笑）」
ーこの甘酸っぱさがまたいいんですよ
ねぇ。

「実は違うテーマで書こうとしていた歌を
ヒントに作ったんです。当初は“プライマ
リーカラーズ”というタイトルで…“原色”
という意味なんですけど。例えば、青に赤
を入れると紫になるし、青と黄を混ぜると
緑になる。その原色がひとりひとりの個性
だとすると、ふたつの色が混ざると新しい
きれいな色が生まれる。でも、人間って欲
張りだから“もっともっと他の色を”ってな
るでしょ?　そうするとどんどんグレーに
なって、最後は黒になっちゃう。そういう歌
を書こうと思ってたんですよ。で、最終的
に青と赤が紫…スミレ色になるっていう

春の歌を書くことに決めたんです」
ーこの BOX は 7 インチシングルのワ
クワク感を久しぶりに味わえた感じがし
ます。

「シングル盤ってそういう役目ですよね。
実は「ヒマラヤ」を作る前に、すごくフォー
クロックなアコースティックの曲ができ
たんです。それはギターのコータローが

“シングルっていうのは粋で軽快なポッ
プチューンがずっと続くから、最新シン
グルは少しフォークでシブい感じでもい
いんじゃない？”って言うんで、そういう
のを作ったんだけど、みんなに聴かせた
ら“まぁ、ありっちゃありだよね”っていう
反応でさ。で、プロデューサーの吉田 仁
さんから“やっぱり最新シングルも弾けて
るよね！”というのはないのかって言われ
て、それで新たに作ったのが「ヒマラヤ」
なんですよ。そしたらみんなも“うわっ、こ
れいいじゃん！”となって、こっちをレコー
ディングすることになったんです」
ー仁さんの THE COLLECTORS 愛
の振りきりってありますよね。

「俺たちは“35 年の歴史があるんだから、
ちょっとシブがってもいいんじゃない？”
とどこかで思ってるんですけど、仁さん
は“シブい THE COLLECTORS より、
やっぱり弾けてる THE COLLECTORS
でしょ！”というのが永遠にあるんでしょう
ね。そっちが正しいんだと思います」

取材：竹内美保

『13 VINYL SINGLES』

このインタビューの全文を公開中！！▶

■ MIX NUTS HOUSE
「ラジオ番組の『NACK5』を聴いていたら彼らの「鳥獣トゥナイト」という曲が流れてきたんだよね。冒頭に『仁義なき戦い』のテーマが流れて、バブルガムなイン
トロにサビは陽気な TUBE 風っていう。確かにロックチューンなのに、なんかいい意味で薄気味悪くて。Pink Floyd の初期を感じさせられましたよ。気になり
すぎて YouTube で MV を観たんだけど、夢にまで出てくるくらいのインパクトでね（笑）。もし、フェスに出ていたらライヴを観てみたいな。ライヴを観てこの
モヤモヤした気持ちを早く晴らしたいですね」

シブい THE COLLECTORS より、弾けてる THE COLLECTORS

L → R　山森“JEFF”正之（Ba）、古沢“cozi”岳之（Dr）、古市コータロー（Gu）、加藤ひさし（Vo）
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Album　5/19 Release
asian gothic label

ASG-052
￥2,400（税込）

■多井隆晴
「日本にも麻雀のプロスポーツ化を目的とした、競技麻雀のチーム対抗戦のナショナルプロリーグが 2018 年にできたんですよ。以前はトーナメントに参加す
るにもお金がかかったんですけど、それが年俸制になったりとガラッと環境が変わって。多井隆晴さんはプロの雀士なんですけど、環境が変わってからの“チャ
ンスを逃すまい”とするバイタリティーが M リーグの選手の中でも一番にあると思っていて、ご本人のキャラクターもすごく面白いので気になっています」

今月のお題：『今、気になっている人』

ー昨年のコロナ禍以降の the band 
apart（以下、バンアパ）の動きから聞か
せてもらえますか？

「結成 20 周年を記念した板橋での野外
音楽フェス『AG FES』を筆頭に、いろい
ろなものが中止になりました。もともと
2020 年にバンアパとしてアルバムを出
そうとしてたんですけど、こういうムード
で出すのもどうかなってことで、8 月から
4 カ月連続シングルリリースってかたちに
方向転換したんです。あと、我々は事務所
兼スタジオがあるので、月イチで配信ラ
イヴやトークをやっていました。この状況
ばっかりはどうしようもないので、いち早
く配信に切り替えて活動してましたね」
ーそんな中、the band apart(naked)

（以下、ネイキッド）の 3 枚目のアルバ
ム『3』が制作されたわけですが、どんな
きっかけでスタートしたんですか？

「そうなんです。まーちゃん（原 昌和の愛
称）が一時期身体を悪くしてバンド活動が
できなかった時、俺と荒井がカホンとアコ
ギでライヴをやってたんですよ。その時、
最初に原曲をリアレンジしたのがこの曲
だったんです。でも、なぜか今まで収録し
てなかったので、今回やることにしました。

「プリテンダー (Acoustic)」は月イチで
配信ライヴをやっているうちに、だんだん
やる曲がなくなってきてレア曲を掘り出し
てみたんです。で、いい感じだったからそ
のまま入れました。「Foresight」は、さっ
き言ったネイキッド用の楽曲として会場限
定で出してた曲です」
ーなるほど。では、新曲に触れながら
話を進めていきましょう。「ラブレター」は
ファンキーなアップチューンですね。

「これは荒井が書いた曲なんですが、キャッ
チーでいい曲だなって思いましたね。最
近の荒井の感じというか、「夜の向こうへ」

（2013 年 4 月発表アルバム『 街の14
景』収録）のネイキッド版なのかなって思っ
てます。最初は歌詞がちょっとフワッとし
てたので、荒井とふたりで分かりやすくて
キャッチーな言葉があったらいいんじゃ
ないかって話してる時に“ラブレター”って
言葉が出たんです。言ってみたら、ラブレ
ターって死語じゃないですか。若い子はもう
告白を手紙で送らないでしょ？（笑）　あっ
たとしても、ギリギリ俺ら世代までかなと
思うので、そういう世代感が出た言葉が面
白くて入れたんです」
ー歌詞は直接的じゃないですけど、《続
く long long distance》《また会えれば 
その時は言えるかな》とあり、コロナ禍以
降にできたような印象を受けました。最後
のフレーズの《いつか辿り着ける》ももど
かしさの先にある希望を見てる感じがし
ます。

「荒井が書いたので僕は分からないです
けど、そうかもしれないですね。聴く人に
そういうふうに受け取ってもらえたら嬉し
いです」
ーネイキッドを始めてしばらく経つ中
で、エレキとは違うアコースティックでの
表現の面白さはどんなところに感じてま
すか？

「昨年、組んでたツアーが全飛びしたんで
すね。自分らで会社をやってるので、今年
はコロナ禍に配慮しながらでもライヴを
やっていかないとヤバいって話になって
たんです。ただ、ツアーをやるにしても音
源をリリースしたほうが分かりやすいし、
ネイキッドのほうが時節柄フィットするか
なっていうのは考えましたね」
ー今作ではネイキッド用に新曲も作っ
たそうですが。

「実はネイキッド用の楽曲っていうのは、
前にも会場限定 CD で作ったことがあっ
たんです。もともとは最近やらないうちら
の古い曲に光を当てるみたいな側面から
始まったけど、それ以上にネイキッドなら
縛られるものが少ないことに気がついた
んです。バンアパは 4 人だけでがっちりや
るって感じだけど、ネイキッドはもう少し風
通し良くやれるなって。アコースティックと

「やっぱりアコースティック楽器なので、演
奏のタッチがすごく出るんです。エレキだ
とごまかせるけど、アコースティックはす
ごくシビアだから、それがやってて面白い
ですね」
ーより繊細なニュアンスが大事になっ
てくると。

「そう。“the band apart(naked)”って
名前は原がつけたんですけど、なかなか
言い得て妙だったなと。やってて生々しい
んですよね。気楽にやれるんだけど、エレ
キとは違う難しさがある。でも、それがす
ごく面白いし、楽しいんです」
ー挑んでる感覚もありますか？

「ありますね。今回の曲で言うと、「夢太
郎」は相当挑んだ感じが出てます」
ーそんな「夢太郎」について聞かせてく
ださい。

「これは俺が作った曲ですね。普通はア
コースティックでやらないだろうってノリ
の曲を、あえてアコギでやったら面白いと
思ったんです。洋楽ってどこがサビかはっ
きりしない曲が多いですけど、“ここがサ
ビなのかな？”って塊でできてる曲を作
りたいと。コンセプトとしてあったのは、う
ちの 5 歳の子供とコロナ禍になって遊ぶ
機会がすごく増えて…女の子なんですけ
ど、公園に行くと清々しいほど無鉄砲な
んですよ。見ていて“お前、そこまで木登
るのか！　降りれないぞ”と思ったり、滑り
台を横から飛び降りようとするとか（笑）。
それに感動したんですよね。そういうのっ
て、歳をとればとるほどなくなるじゃない
ですか」
ー安全を考えちゃいますからね。

「そういう今の自分と真逆な感じを音楽に
変換できないかなと思ったんです。イント
ロの無鉄砲な感じだったり、洗練されてな
いダサカッコ良いものになればいいなと」
ー歌詞も“狂ったレインボウ”とか無鉄
砲感はありつつ、前向きさを感じますね。

「そうですね。今ってひどいニュースには
事欠かないじゃないですか。そこにシリア
スに向き合ったものより、俺が 5 歳児の
無鉄砲さに感動したような清々しいバカっ
ぽさのほうが活力になる気がするんです。
これもふざけてるっぽい歌詞ですけど、根

いう縛りがあるだけで、鍵盤とかストリン
グスを入れてもいいし。そういうのもあっ
て、過去曲だけじゃなく新曲があっても面
白いと思ってやることにしました。「ラブレ
ター」と「夢太郎 (Acoustic)」、最後の曲
の「Where the light is」が新曲です」
ーあとの選曲はどのように選んだので
すか？

「「The Sun (Acoustic)」と「Snow Lady 
(Acoustic)」は、もともと2011年に震災
のチャリティーシングルとして会場と通販
限定で出した曲なんです。僕らも思い入れ
のある曲だし、今までのアルバムにも収録
されてないから、10 年ってタイミングを
機にネイキッドでやろうと。あと、「Cosmic 
Shoes 2」は、それこそネイキッドの原型
みたいな感じなんです」
ー「Cosmic Shoes 2」がネイキッドの
始まりだったんですか？

本的には子供が希望の塊みたいなのと同
じように、ほっこりしつつも明るくなれるも
のになったらいいなと思って言葉を選び
ました」
ーでは、温かいメロディーが響く「Where 
the light is」は？

「荒井が作った曲で、もともとのデモには
ピアノが入ってたんです。最初はギター
で弾くって言ってたけど、ネイキッドは何
をやってもいいし、“ピアノを入れちゃお
う”って三浦康嗣（□□□（クチロロ））に弾
いてもらったんです。歌詞は日本語で作っ
てたけど、ちょっと内容がエモい感じなん
ですよ」
ー困難が教えてくれる大切なものとい
うメッセージが詰まってますね。

「それをまんま歌うとクサい感じになっ
ちゃし、恥ずかしくない日本語にすると言
いたいことがぼやけちゃうんです。なの
で、英語で作り直しました。英語は耳慣れ
してるし、興味ある人は歌詞カードを見れ
ば意味も汲めますしね」
ーでは、アルバムが完成しての手応えは？

「かなりあります。特に新曲は 3 曲とも新
しい試みが入ってるし、まとまりがある感
じになったなと。アルバム的にも過去曲半
分と新曲半分ってバランスで、曲数も 8
曲っていう謎の単位が聴きやすいと思い
ました。そういうサイズ感も含めて、ネイ
キッドでのいいバランスが見つかってきた
と思います」

取材：土屋恵介

the band apart のアコースティックユニット・the band apart(naked) が新曲 3 曲を含む全 8 曲を
収録した、約 3 年半振りのアルバム『3』を完成させた。彼らの絶妙なアレンジセンスはもちろん、新たな
チャレンジが詰まった新作について木暮栄一（Dr）に話を訊いた。

エレキとは違う難しさがあるけど、それがすごく面白い

『3』

このインタビューの全文を公開中！！▶

L → R　原 昌和（Ba）、川崎亘一（Gu）、木暮栄一（Dr）、荒井岳史（Vo&Gu）



music UP's        2524        music UP's

Album　5/19 Release
HKWDI Soundz

HKWDI-001
￥2,200（税込）
※ CD はタワーレコード
　渋谷・新宿店、FLAKE 
　RECORDS、物販オン
　ラインストア 『Donut 
　Jazz』にて販売
■ 『Donut Jazz』
https://donutjazz.thebase.in/

ーソロ活動はいつ頃から始まったんで
すか？

「2015 年の『RECORD STORE DAY』
限定で 7インチ（「HKWDI City」／ eiichi 
kogrey）を出した時が最初ですね。もと
もとバンド用のデモを作ってる時に煮詰
まって、現実逃避する感じでサンプリング
をチョップしたり、完全に趣味で音源を作っ
てたんです。なので、趣味で作ってたもの
が世に出たって感じが始まりでした。で、
2016 年の『RECORD STORE DAY』
でもシングル「Little Spring/Madder」
を出したんです」
ー当然ソロとバンドでは曲を作る上で
違いが出てくると思うんですが、どんな立
ち位置で制作されていますか？

「バンアパの場合は楽器的な縛りがあるし、
自由度のある the band apart(naked)

（以下、ネイキッド）にしても荒井が歌って、

りましたね。
「まったく狙ってないですけど、そうなった
のなら良かったです」
ー話をうかがってると、かなり実験感が
ありますね。あと、楽器の音色の面白さで
楽曲を構築してる感じがすごくします。

「100 パーセント、そこですね。バンドだっ
たら歌とメロディーに重きを置いて、フ
レージングだったりリズム展開を考えてい
くけど、作り方がまったく違うんです。“こ
の音色が好きだからこういうフレーズが
いいな”って、音色に導かれるような変な
作り方をしてるんですよ」
ー作業はどのように進めるのですか？

「『NATIVE INSTRUMENTS Komplete』っ
てソフトの膨大な量のバンクから音を探
すんです。いいのを見つけたら嬉しいじゃ
ないですか。“これを使ってやってみよ
う”っていう楽しみ方をしながら作りまし
たね」
ー膨大な音色からいいと思うものを選
ぶというのは、今の時代感っぽいですね。
話が逸れますが、情報があふれてる中か
らいかに自分が選択してかたちにして
出していくかが、今の世の中なのかなと
思ったりするんです。

「そうですよね。だから、自分としてもこの
アルバムを出す意味があるとは思いまし
た。本当に音色選びから曲から何から、超
個人的な作品なんです。だから、自分の中
ではタイミングとしていい時に出せたと
思います」
ーあと、今回こだわった部分はどんなと
ころですか？

「自分はドラマーだし、生ドラムでやると
いうのが今回のメインテーマだったんで
す。…と言いながら、1 曲目から全然生ド
ラムじゃないんですけどね（笑）。で、リメイ
クする時に一番苦戦したのが「So Good 
2020」でした。原曲はクラウドラップみ
たいな感じで、リズムが 808 の音だった
んです。でも、生ドラムで作り直したら曲と
して成立しなくなっちゃって、生ドラムのほ
うへ無理やり寄せていったらまったく違う
アレンジになっていきました（笑）」
ー打ち込みと生ドラムで曲のアレン
ジ全体が変化したと。あと、「鎮守の森
ミュージアム」もかなり不思議なビート感
のナンバーですね。

「昔、『箱根 彫刻の森美術館』の CMって
よくやってたじゃないですか」
ーあの CM は、何とも言えない感じで
すごく印象に残ってますね。

他のメンバーが演奏して面白く成立させ
るって枠は決まってるんです。でも、ソロの
場合は、ほんと外の目線を気にしてないで
すし、ほぼ 100 パーセント自分の趣味で
作ってて。そこはすごく違いますね。サンプ
リングもするし、どんな楽器の音色を使っ
てもいいし、何をやってもいいので本当に
自由にやってます」
ーなるほど。今回のソロアルバムを作ろ
うと思ったきっかけは？

「そもそもは、2015 年以降の自分の曲
をひとまとめにしてもいいのかなって思っ
たことですね。出してた曲が 6 曲あった
し、今回入れてないものもあるんですよ。
すでにある曲をリアレンジして、新曲を足
したらアルバムサイズになると思ったの
がきっかけです。で、新曲を作り始めて」
ー新曲は何曲入ってるんですか？

「「幽楽町ライン」「Memory Lane」「きさ

「シュールでちょっと怖いけどノスタル
ジックでもある、あの微妙な感じを音楽に
変換してみたいと思ったんです。『箱根 彫
刻の森美術館』の CM の妙なムードが、
自分の中でおじいちゃんの家に行った時
のことと結びついたんですよね。近くに鎮
守の森があって、木が生えすぎていて、中
に入ると暗くて怖かったっていう幼少期
の思い出と、CM の感じが結びついて曲
にしていきました。5 連譜のちょっとつん
のめったビートの上に、使いたい音色でフ
レーズ作っていって、ある程度できた時に
村田シゲ（□□□（クチロロ））にベースを
好きなように弾いてもらうように頼んだん
です。そしたらベースのフレーズをたくさ
ん送ってきてくれたので、ベースのトラッ
クを何本か入れました」
ー最後に収録されている「春夏秋冬」は
ピアノをフィーチャーしたメランコリックな
ポップソングで、木暮さんが初ヴォーカル
を務めているという。

「ソロアルバムだし、一曲くらい歌っても
いいかなって。これ、最初はバンアパ用の
デモとしてピアノの打ち込みで作ったん
です。でも、ピアノをギターに変換したら
全然良くなくて、バンドのネタとしてはボ
ツになったんで、そのピアノをもとに構成
とメロディーをつけて作ったんです。ムー
ド的にもあまりバンアパにない感じになり
ましたね」
ー歌詞はどんなイメージですか？

「ネイキッドの「夢太郎」（『3』収録）でも話
した、無鉄砲な子供と遊んでる時に感じ
たこと、記憶に残ってる何気ない風景を書
いた感じですね。人に自分の想いを 100
パーセント正確に伝えるのって難しいじゃ
ないですか。その微妙な気持ちを歌詞に
したんです」
ーなるほど。では、今回ソロアルバムを
作っていく中でどんなことを感じられまし
たか？

「普段いかにバンドメンバーに助けても
らってるかが分かりました。例えばネイ
キッドの「夢太郎」も僕が作った曲だけど、
もしひとりでやったらあんな仕上がりには
ならない。アウトプットが違うとまったく違
うものになるんだなって。だから、やっぱ
り『NIKKI』は自分の趣味だと思います。
作ってる時は夢中だったし、自分の中で完
結してる作業って感じがしました。これを
世に出して否定されたら、バンアパの時よ
りも落ち込むかもなって（笑）。趣味が合
わないのはいいけど、これが嫌いと言わ

らぎ団地」「鎮守の森ミュージアム」「春夏
秋冬」の 5 曲です。でも、新曲を作り始め
たら前の音源が全然気に入らなくなり、や
り直す羽目になって（笑）。以前のまま収録
してるのは「Madder」だけで、それ以外
はリメイクと新曲です」
ーほぼ全部作った感じですね。「幽楽町
ライン」はブレイクビーツ感がたっぷりで。

「これは自分が青春期に聴いてた、90 年
代～ 2000 年代のサンプリングオリエン
テッドだった頃のヒップホップの感じを、自
分なりに作ったらどうなるのか興味があっ
て作り始めたんです。そのために機材も
買って、結構楽しんで作りました」
ー自分のルーツが出てると。

「ルーツのオマージュですね。自分が初め
て出した「HKWDI City 2020」も、クラ
ブに行き始めた頃にかかってた 1990 年
代のR&Bみたいなノリが発想のもとだっ
たんです。今回、その上モノとビートを部
品交換して、歌詞も今のコロナ禍を具体
的に言葉として残したくて《亜塩素散水飲
み干して》とか入れてみました（笑）」
ー（笑）。「Memory Lane」はフルカワ
ユタカさんのギターがフィーチャーされ
いて、メランコリックなサイケ感のあるナ
ンバーですね。

「もともと作ってたピアノのループに、枯
れたドラムの感じを入れたかったんです。
今の世の中の音楽って、だいたい音圧が
高いじゃないですか。それと真逆のベクト
ルの、叩き方も音もやる気がないような
感じにしたかったんですよ。あと、ピアノの
サンプルをピッチシフターで動かして音
階を作ってるところがあるんですけど、聴
く人が聴くと気持ち悪く思うかもしれない
です。でも、それが俺の中のヒップホップ
感なんですよ。そういうふうに作ってでき
たトラックに、一見フィットしなさそうな正
統派の激ウマギターが乗ったらどうなる
のかと思って、フルカワユタカに弾いても
らったんです」
ー結果的に Khruangbin みたいにな

れたら自分の全人格を否定されてる気持
ちになるのかも…とは思いましたね（笑）」
ーそれだけ、木暮ネイキッドの作品であ
ると。

「そうだと思います（笑）。2020 年まで
のものはうまくまとまったし、のちに振り
返った時に後悔しないものができたと思
います。“次はこういうのも作りたい”とか
も出てきましたね。これがどういうふうに
響くのかまったく分からないんですけど、
ちょっとでも好きって曲があったら俺と波
長が合うと思うんです。相当“俺”って曲ば
かりなので」
ーこれ聴いて木暮さんと仲良くなろうと

（笑）。
「そうっすね（笑）。アルバムを聴いて、俺と
仲良くなりましょう！」
ーソロでの活動でこれからやってみた
いことはありますか？

「音楽は好きなので、ソロはソロで永久に
やると思うんです。バンドもですけどね。
あと、昨年何個か違う畑の仕事をしたん
ですよ。さまぁ～ずのライヴと DVD 用の
オープニングとエンディングを作ったり、
サンドリオンって声優アイドルグループに
楽曲提供をしたんです。人から注文され
たものに自分が持ってるものをフィットさ
せて作っていくっていうのが結構面白かっ
たんですよね。それは自分でも意外でし
た。そういうのもガンガンやっていこうか
なと思ってます」

取材：土屋恵介

the band apart（以下、バンアパ）のドラマー・木暮栄一が、KOGREY DONUTS として初のアルバム
『NIKKI』をリリースする。バンド内での作詞作曲にとどまらず、DJ や楽曲提供、リミックスも積極的に行
なってきた木暮が、バンアパともまったく違う、ブレイクビーツ感たっぷりの作品を作り上げた。

ちょっとでも好きって曲があれば
俺と波長が合うと思う

『NIKKI』

このインタビューの全文を公開中！！▶





イケてるハーツ　城木玲亜
アイドルメディア『Pop'n'Roll』のグラビア企画「from ワンルーム」のアウトテイク
カット。記事では、1年越しの 7ヵ月連続ワンマンライブに挑んでいるイケてるハーツ
の城木玲亜が健康的な美ボディをお届け。ちょうどこの時期に見頃を迎えるネモフィ
ラカラーのランジェリー姿は必見！

撮影：曽我美芽
ヘアメイク：清水深優

Pop’n’Roll
https://popnroll.tv/



インディーズシーンを引っ張るアーティストの情報を、インタビューで紹介していきます。
music UP'sのWebでは、インタビューの拡大版や過去の記事がまとめてご覧いただけます。

『MUSIC SUPPORTERS』で、あなたの運命のアーティストを見つけよう！

りゅうと：ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『恋とオオカミには騙され
ない』に出演し、TikTokのフォロワーは270万人を超える。2020年10月からは

『Popteen』専属メンズモデルとしても活躍し、同年12月にLINE RECORDSか
ら1st配信シングル「Day by day」でアーティストデビューを果たした。21年5
月に2nd配信シングル「My Only One」を発表。　https://ryuto-music.com

スタートラット：2013年5月に結成された、RIKI、ほっつん、TAKUMIの幼
馴染み3人からなるヴォーカルグループ。16年4月よりStar T Ratとして
活動を始める。現在は関西を中心に、名古屋・四日市などでもストリートラ
イヴを行ない、精力的に活動中。17年3月に1stシングル「オレンジの雨」、
18年9月に2ndシングル「ポジティブファイター」、19年9月ミニアルバム

『STARTRACKs』、21年4月に3rdシングル「暁」をリリース。
http://d-promotion.com/str/

今の僕らのリアルな気持ちを伝えようと思った

恋愛中の赤裸々な想いを綴ったラブソング

関西を中心に活動する幼馴染み3人からなるヴォーカルグループ・Star T Ratが
3rdシングル「暁」をリリースした。聴く人たちを笑顔にするのが身上の彼らだが、新曲

「暁」は初めて“自分たちに向けたもの”だという。
「昨年は新型コロナウイルスの影響で、本当に何もできない状態だったんですよ。でも、
このままではいられないと思って、クラウドファンディングでご支援をいただいて、作
品を作ろうと決めました。その時に、今の僕らのリアルな気持ちを伝えようと思ったん
です。昨年は春・夏・秋・冬と4回やる予定だったワンマンライブが全部なくなってし
まって、もう希望がなくなっちゃって、それこそ“解散するかも”っていうところまで追
い詰められたくらい…。そんな僕らが、苦しんでいる人に無責任に“頑張れ！”とは言え
ないから、だったら自分たち自身に向けた応援歌を作って、それを聴いてくれた人が元
気になってくれればいいなと」（RIKI）

「応援してくださっている方々にまだ何も返せてないのに、こんな状態で終わるのはい
けないと思ったんですよね」（TAKUMI）

「4回のワンマンライヴって、僕らの中でも人生を懸けてやろうとしていたことだった
んですよ。それがなくなってしまったことが“傷”となり、でも諦めきれない“夢”もあっ
て、それでまた頑張ろうと。その夢が“雲の切れ間に見えた暁”なんです」（ほっつん）

カップリングには“OSAKA PARTY POP”というジャンルを掲げる彼ららしいEDM
「DANCE DANCE」、《とにかく笑え》と煽るポップで親しみやすい「WA-HA-HA!!!」を収録。
いずれも明るく楽しいナンバーだが、「暁」で自らの“弱さ”を吐露しているからこそ、この2
曲での“踊れ”“笑え”というストレートなメッセージが説得力を帯びてくる。

「どんな客層であれ、どれだけの人数であれ、僕らはそこで思いきりパフォーマンスす
るんで、お客さんには笑顔になってほしいっていうだけなんですよね」（RIKI）

「僕らもずっと笑える状況ではなかったんですよ。でも、そういう状況だからって、いつ
までも悲しんでいられないじゃないですか。笑っていればいいことが起こるっていう
ことを伝えたいです」（TAKUMI）

「“とにかく笑え”っていうことですね！」（ほっつん）　　　　　　　　　 取材：石川真男

TikTokで250万人以上のフォロワーを持ち、ABEMAオリジナル恋愛リアリティー
ショー『恋とオオカミには騙されない』に“ちょこ”として出演し、話題を集めている
りゅうと。彼は中学生の頃に清水翔太の歌声に出会い、シンガーを志したと話す。

「中学生の頃の自分は反抗期がひどくて、学校にもちゃんと行っていなかったんです。で
も、そんな時に“ずっと味方だから”と言ってくれた担任の先生にだけは、唯一心を開いて
いたんですよね。その先生とは交換日記を通じて本音を話していました。それをきっかけ
に自分の感情を言葉にして、メモすることを始めたんです。同じ時期に清水翔太さんがカ
バーしている尾崎 豊さんの「Forget-me-not」を聴いて自分の心情と重なり、グッと心
が動きました。その時に自分もいつか誰かの心を動かす曲を歌いたいって思ったんです」

その後、高校生となった彼が始めたTikTokは大きな話題を呼び、必然的にアーティ
ストデビューへの道へとつながっていった。そして、中学生の頃から書いていたメモが
新曲「My Only One」の種となった。

「僕が今までの恋愛で感じてきたことを書いたメモをプロデューサーのLinusさんに
共有して作っていきました。恋愛中って、つらい想いや好きな人に望むもの、“あの時、
本当はこう思ってたんだよ”ということがたくさんあるんですよね。それらを赤裸々に
歌詞にしたんです。『恋とオオカミには騙されない』が終わるタイミングでリリースさ
れるので、きっと番組の恋愛と重なって聴こえる人も多いと思います。厳密に言うと、
そのことを歌っているわけではないんですが、重ねて盛り上がってもらえたら嬉しい
ですね（笑）」

アーティストとしての活動も始め、さらに新たな一歩を踏み出したりゅうと。今はさ
らなる希望に満ちている。

「芸能界に入っていろんな人と出会う中で、自分に自信をなくしたりもしたんですが、『オ
オカミには騙されない』に出演し、いい仲間と出会えて一歩前進することができました。
今後はアーティスト活動はもちろん、モデルの活動もしっかりしていきたいし、俳優業に
も興味があるので、どんどんマルチに活躍できたらいいなと思っています」

取材：吉田可奈

りゅうと

Star T Rat

『MUSIC SUPPORTERS』
https://okmusic.jp/ups/music_supporters

Single　4/28 Release

「暁」
ニンニクレコード
NKCD-015
￥1,500（税込）

Digital Single　5/19 Release

「My Only One」
LINE RECORDS

トウキョウショキショウドウ：2018年4月に結成。7月になお（Dr）が電撃加入
し、ライヴが本格始動する。19年11月に12曲入りの1stアルバム『SWEET 17 
MONSTERS』を発表。20年には初の全国ツアー『東京初期衝動の全国逆ナンツ
アー』を実施し、ファイナルの恵比寿LIQUIDROOMを含む全公演のチケットが完
売した。同年11月にあさか（Ba）が加入し、21年5月に現体制で初の音源となる
3rd ED『Second Kill Virgin』をリリース。　http://東京初期衝動.com/

アイハズボーン：2011年7月に結成、大阪・アメリカ村を中心に活動。高揚
感を生み出すシーケンサーによるトランストラックと、ディストーション
ギターのロックサウンドによるアッパーなサウンドを奏でる。結成10周年
を迎えた21年5月に2ndアルバム『TECHNO BLUES』をリリース。メン
バーは音楽のみならず、アート、ファッション、ゲーム配信など多岐にわた
る発信をしている。　https://iwzbn.com/

自由を謳歌する痛快なニューアルバム

今までの作品で完成したのは『Second Kill Virgin』だけ

新作アルバム『TECHNO BLUES』は、愛はズボーンのアイデンティティーを決定的な
ものにした作品だ。GIMA☆KENTA（Vo＆Gu）が“ジャンルにとらわれない愛はズボー
ンらしさをまとめることができた”と語るように、結成10周年を迎えて作られた2作目
のフルアルバムには、彼らの自由なクリエイティブが詰まっている。顕著な変化はシー
ケンスを多用した音作りで、シンセポップやテクノからの影響が顕在化したところ。The 
Chemical Brothersからの影響を感じるダイナミックなサウンドや、開放感のあるサビ
のメロディーには、これまでにはなかったスケール感が備わっている。

「大きなステージで映える曲にしたいと思いました。近距離のお客さんをびっくりさせ
る音楽はいっぱいやってきたけど、その集客では自分の求める景色が見えなくなって
きたので、ホールで流れた時にドカン！と聴こえるものに挑戦しました」（金城昌秀）

音楽の変化だけではなく、彼らの精神性がストレートに伝わってくる作風も印象的
だ。作品の冒頭と真ん中に配された「ぼくらのために」という楽曲は、彼らの活動のモッ
トーであり、リスナーに伝えたいメッセージでもある。

「アルバム全曲のテーマとして“ぼくらのために”っていうのがあると思いますし、最近
はライヴのセットリストひとつとっても“ぼくらのために”がキーになっている気がし
ます。全ての行動はまず自分のためであって、結果的にそれが人のためになったらい
いってだけなので」（GIMA☆KENTA）

「青春映画のサクセスストーリーみたいなものを求めてバンドをやっていたんですけ
ど、やっぱり年齢やキャリアを重ねていくうちに現実がドン！って入ってきて…。だん
だんバンドの見方が変わっていったんですよね。で、最後の最後にコロナ禍ですよ。4
人それぞれ自分の生活を守らなあかんし、まずは自分の足元をどう固めるかを考える
ようになりました」（金城昌秀）

キャリア10年、ロックンロールに夢を見て、理想と現実の狭間で転がり続けてきた彼
らにしか鳴らせないサウンドが詰まった本作。「FLASH BEATS & JUMP」や「ぼくらの
ために part 2」の開放的なコーラスに、懐の深さを感じるのは気のせいではないだろう。

取材：黒田隆太朗

昨年11月にベースのあさかが加入し、第二章が幕開けした東京初期衝動。新体制第
一弾となる3rd ED『Second Kill Virgin』は、夏への期待感やバンドの明るいムードも
表れた「さまらぶ♥」とメンバーもイチオシのバラード曲「blue moon」、悲しい気持ち
から吹っきれてできた「春」の3曲を収録する、とことん自分たちの音楽に向き合った
清々しい一枚だ。メンバーの満足度も高い作品に仕上がったそう。

「あさかが入って、今は“この4人でやっていくぞ！”っていう前向きな気持ちです」（まれ）
「アルバム『SWEET 17 MONSTERS』（2019年11月発表）は今も録り直したいと思っ
てるんですけど、『Second Kill Virgin』はこれで完成です。今までの作品で完成したのは
これだけなんですよ。今回はあさかのバイブスが最高なのと、うちのメンタルの状況が良
かったから達成感があるんだと思います。あさかはレコーディング中もケツの時間を気に
しないで、自分の納得がいくまでずっと曲に向き合ってたんですよ。その姿勢がすごく良
かったから自然とみんなも真剣にレコーディングしてて、こんなの初めてでした」（しーな）

「自分のパートを録ってる時はしんどいと思うから、一緒にいたほうがモチベーション
も上がるだろうし、私は普通にやったつもりだったんですけど、みんなはいい方向に変
わったなら良かったです」（あさか）

前作『LOVE&POP』（2020年4月発表）収録の「SWEET MELODY」では《壊れて
しまう僕の音楽》《壊れるくらいなら壊そうよ》と歌っていたが、一年かけて歌詞を書き
直した「春」は《もう壊れたってかまわないよ》という力強い歌い出しが痛快だ。

「私はこの言葉を歌うまでに一年費やしたんです。レコーディングの直前まで歌詞を
粘って、今までの東京初期衝動のことを敷き詰めた曲です」（しーな）

ジャケットの黄色い背景はしーなの躁状態を表し、1st ED『ヴァージン・スーサイ
ズ』（2019年4月発表）に共通するブルーや目が隠れている構造も取り入れ、“東京初
期衝動は今作で生き返る”というメッセージが込められている。

「あさかちゃんが入ってからの一作目だから…タイトルには“Second”って入ってるけ
ど、第一歩目の作品です。この4人で新たな東京初期衝動を作り上げていきます」（なお）

取材：千々和香苗

東京初期衝動

愛はズボーン

Album　5/19 Release

『TECHNO BLUES』
TOUGH&GUY RECORDS
TGUY-013
￥2,750（税込）

ED　5/12 Release

『Second Kill Virgin』
チェリーヴァージンレコード
CVR-0007
￥1,320（税込）
※初回生産限定盤

L→R　白井達也（Ba＆Cho）、GIMA☆KENTA（Vo＆Gu）、
金城昌秀（Gu＆Vo）、富永遼右（Dr）

写真左上から時計回り、まれ（Gu）、しーな（Vo＆Gu）、あさか（Ba）、なお（Dr）

L→R　 RIKI、ほっつん、TAKUMI
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自分のことも、仲間のことも
誇らしくなるアルバム

千々和：今回のコンピレーションアルバム
は seek さん発案で制作が決まったそう
ですが、それ以前に姫路 Beta ではクラウ
ドファンディングも実施されていましたよ
ね。昨年4 月のBetaはどういったご状況
だったのでしょうか？
田中：昨年3 月に1 回目の緊急事態宣言
が出て、その時は 3 カ月くらいで落ち着
くと思っていたんですけど、長引きそうで
したし、閉店するところもあったりしたの
で、クラウドファンディングを実施すること
にしたんです。ライヴハウスも大なり小な
りありますけど、“助けて”って言っていい
ものなのか悩みました…。でも、“今言わ
ないと終わるな”と思いましたね。今でも
クラウドファンディングで声をあげた時に
反応がなかったら終わってたと思ってい
ます。ありがたいことに、あっと言う間に
輪が広がっていったし、みんなのコメント
を見て“何が何でも続けていくしかない
な”という気持ちになりました。それで何

て知ってるか？”って言われて（笑）。それ
すらできてないくらいのレベルやったん
ですよ。“これはあかん。明日は時間かか
るわ～”って言われたのを覚えてます。そ
のテイクが今回使われていると思うと絶
対に聴かれたくないなって（笑）。
石田：楽曲のセレクトはバンド任せです
が、何か条件はあったんですか？
seek：各バンド 2 曲ずつで、当時の Beta
から出ている音源っていうことだけで
す。デモテープで出してられる方もいれ
ば、ILLUMINA、TRANSTIC NERVE、
DEVELOP FRAME の 3 バンドはレコー
ド会社さんとの共同原盤というかたち
だったので、そのへんもクリアーしつつ進
めました。で、最後に MASCHERA の 2
曲が決まって。
michi.：他のバンドもそれぞれの個性を
出してくるのは読めていたので、僕らは
当時のスピリッツも再現したいと思って

「ラー」（アルバム『tales』収録曲）と「サ
ヨナラ」（アルバム『悪徳の栄え』収録曲）
を選びました。当時はメンバー全員が
別の方向に尖りまくってたから、そのピ
リピリした感じが出せればと。“やっぱり
MASCHERA らしくきたな”っていう演
出も含めて選曲しましたね。
石田：なので、「ラー」？（笑）
michi.：「ラー」ですね（笑）。前に seek と
話した時に“選曲が MASCHERA さんら
しいです！”って言われて“そうやろ”って。
seek：他のバンドの人たちとも“やっぱ
MASCHERA は変わってへんな～”って
話してました。スピリッツというところがよ
く出ていて。
michi.：MASCHERA もいろんな変遷
があって、メジャーデビューからどんどん
ポップ路線に変わっていったんですけど、
今回は Beta のプロジェクトになるので、
原点というか、当時の自分たちを再現し
たかったんですよね。
石田：普通はこういうコンピ盤にインスト
系は持ってこないもんね（笑）。
michi.：あははは。そんな感じで、田中さん
然りBeta関係者の方にも“MASCHERAっ
てこうだったよな”ってニヤニヤしてもらっ
て、元気になってほしいというのもあったし。
田中：やっぱりどの曲にも“あの時そうだっ
たな”って思い出がありますね。それぞ
れのバンドのレコーディング風景とかが
蘇ってきました。“「ラー」って、これは曲な
ん？”と思ったこととか（笑）。
千々和：さまざまな 10 曲が入っている

とか続けられたって感じですね。
千々和：金額はもちろんですが、気持ち
の面で救われる部分が大きかったんです
ね。コンピの案はどのように思いついた
んですか？
seek：前に Psycho le Cému が 1999
年 9 月に Beta で行なった 1st ワンマン
の映像を Beta のアカウントで配信して、
お客さんと観るっていう地獄みたいな企
画をやったんですよ（笑）。僕らは恥ずかし
くてめちゃくちゃ嫌やったんですけど、お客
さんは観たいと思ってくれたので、そこに
ヒントがあったかもしれないです。僕はた
だのリスナーとして 90 年代に田中さん
がやってたレーベルからリリースされてい
た音源を買っていたので、当時の音源が
Beta にあるはずだと思って声をかけて。
田中：話を聞いた時はびっくりしましたし、
もう25 年くらい前なので“マスターある
かな？”って（笑）。あとは、著作権のこと
もありますし、どの立場で出したらいいか
を考えたり。僕は seek が考えてくれたこ
とを受けたほうなので、おんぶにだっこで
進めてもらいました。

のでひと言でまとめるのは難しいですが、
すごく勇敢な印象を受けました。“サヨナ
ラ”ってタイトルの曲でも切ないだけじゃ
なかったり、“こうやって当時からいろんな
困難を乗り越えてきたんだな”と感じるコ
ンピでした。
seek：そんなふうに言っていただいたら、
俺のオルタネイトピッキングのエピソードが
ちょっと恥ずかしくもなるんですけど（笑）。
でも、そうですね。Psycho le Cému はこ
の5バンドの中だと一番後輩なので、先輩
方の背中をずっと見ながら、めちゃくちゃ
影響を受けてきたからこそ、同じようなこ
とをやろうとは思わなかったというか。当
時から“自分たちらしさ”を武器にしたいっ
ていうのはありましたね。姫路のシーンっ
てどこに行っても“演奏がしっかりされてま
すよね”って言われたり、楽曲の良さやメロ
ディーの良さをちゃんと歌うヴォーカリス
トがいるというブランド力みたいなものが
あったから、この 10 曲を聴いたらそれを
感じると思うんです。MASCHERA という
確固たる姫路の先駆者がいた中で、“じゃ
あ、どう自分たちの個性を出そう？”とみ
んな考えてたんちゃうかなって。
michi.：単純ですけど、とにかく懐かしい
です。ステージを降りたらみんな仲が良
かったけど、ライバル心はお互いにあった
し…例え後輩だったとしても、全ての仲間
がライバルだと思ってましたね。だからこ
そ磨き合えたし、今の自分がある。さっき
seek が言ってたように、テクニックや知
識はまだまだ未熟で聴いていて恥ずかし
いところもあるけど…
seek：michi.さん、そんなん思うんですか!?
michi.：ごめん、あんまり思ってない。今
のはいい子になりすぎたわ（笑）。でも、み
んなメジャーデビューもしてるし、その才
能があの時代に一挙に集まっていたこと
は奇跡だと思う。それを見い出してくれた
田中さんをはじめ、Beta スタッフさんの
先見の明が神懸かって、誇らしくなるアル
バムですね。自分のことも、仲間のことも
誇らしく思える。

バンドの頑張りとか熱量を
当時以上に再確認できた

seek：もともとのスタート自体はネガ
ティブなところから始まって、名目には

“支援”ってワードがあるけど、僕自身と
しては姫路の音楽シーンのファンなので

“MASCHERA、ILLUMINA、DEVELOP 

千々和：『VERSUS FATE』の収録曲は
Beta への思い入れも含めて楽曲をセレ
クトされていると思いますが、どんな選曲
基準だったのですか？
seek：Psycho le Cému は“ザ・王道”
と言 いますか、1st デモテープ『Self 
Analysis』のリード曲「聖 ~excalibur~
剣」と、1st マキシシングル「Kronos」の
リード曲「クロノス」を入れさせてもらいま
した。当時から僕らは“売れたい”という気
持ちしかなかったので、“この見た目のわ
りに聴きやすい曲をやっているバンド”っ
て言われたいっていう想いが強かったん
です。だから、それをモットーに選んだん
ですけど…あのデモテープは初めてのレ
コーディングで、Beta で録ってたんです
よ。フロアーにドラムセットを置いて、ギ
ターとベースはドリンクカウンターのとこ
ろで弾いて。当時、僕は Beta でバイトを
していて、エンジニアが元店長の三四郎
さん（須方 "三四郎 " 努）だったんで、バイ
ト終わりに“明日レコーディングする曲こ
こでちょっと弾いてみぃ”と言われて弾い
たら、“seek な、オルタネイトピッキングっ

FRAME、TRANSTIC NERVEと一緒に
Psycho le Cému が入れた！”みたいな
感覚があって。ひとつ夢が叶えられたって
いう想いが強いから、協力していただいた
みなさんに感謝しております（笑）。
michi.：MASCHERA は先に姫路を離れ
ることになって、みんなと仲良くしてる時
間を持てなかったんですけど、seek がこ
のプロジェクトを立ち上げてくれて、当時
の自分たちの頑張りや熱量、背負ってる
ものを、当時以上に感じられたことが嬉し
いし、自分の財産になると思いますね。
田中：そのみんなの気持ちが嬉しいです。
それに尽きます。当時はどうやったらバン
ドを前に転がすことができるかを毎日考
えてたし、MASCHERA が成功すること
がシーンを作っていくことだと信じてた
し、そのあとにみんなもついてきてくれ
た。そういう時代を経て、みんなが大人
になってくれたんやなって感じます。正直
言ってクラウドファンディングをやる直前は

“もう無理ちゃうか？”って思ったけど、い
ろんなバンドが声をあげてくれて、お客さ
んの応援の声も聞いて、“もう一回、あの
ライヴハウスの熱気を取り戻したい”と思
うようになった。同じ環境に戻るのは難し
いと思うけど、ライヴハウスの熱気を知ら
ない世代の人にも知ってもらいたい…そ
ういうふうに僕の気持ちを前に向かせて
くれたんです。なので、seek をはじめ、参
加バンドには感謝しかないです。

ライヴハウス・Beta の支援のために、姫路のビジュアル系シーンを作った MASCHERA、ILLUMINA、
TRANSTIC NERVE、DEVELOP FRAME、Psycho le Cému の音源を収録するコンピレーションア
ルバム『VERSUS FATE』が制作された。第18 回目となる今回の座談会企画は、同作をプロデュースする
seek（Psycho le Cému）、姫路のシーンに欠かせない michi.（MASCHERA/ALICE IN MENSWEAR）、
そして Beta Music 社長の田中克典氏を招いてお届けする。

今月のテーマ：姫路Beta出身のバンドたちによる支援コンピ盤『VERSUS FATE』

座 談 会 参 加 者座 談 会 参 加 者座 談 会 参 加 者座 談 会 参 加 者座 談 会 参 加 者

■seek（Psycho le Cému）
バンドでありながらエンターテインメントを追求
し、活動 22 周年を迎える Psycho le Cému
のベーシストであり、着ぐるみ担当。姫路 Beta
支援プロジェクト『VERSUS FATE』の発起人。

■石田博嗣
大阪での音楽雑誌等の編集者を経て、music 
UP’s＆OKMusic に関わるように。編集長だっ
たり、ライターだったり、営業だったり、猫好き
だったり…いろいろ。

■千々和香苗
学生の頃からライヴハウスで自主企画を行ない、
実費でフリーマガジンを制作するなど手探りに
活動し、現在は music UP’s＆OKMusic にて
奮闘中。

『Beta Music』WEBショップ
http:// beta-music.com/versus-fate.html

■michi.（MASCHERA/ALICE IN MENSWEAR）
MASCHERA のヴォーカリストとしてデビュー。
現在は ALICE IN MENSWEAR の一員。歌唱
作詞作曲のみならず、デザインや映像などマル
チな芸術創作を行なう。

■田中克典 （Beta Music 社長）
ライヴハウスの店長を経て 27 年前に独立。
他にもスタジオや楽器のレンタル、修理、WEB
販売など、音楽好きのお役に立つことを探して
きた。 https://okmusic.jp/

この座談会の全文を公開中！！▶

【CD+12P ブックレット 
 ジュエルケース】
SWIM-0006
¥3,500（税込）
※送料・販売手数料別途
　¥1,000

受注販売：Beta Music WEB SHOP
受注期間： 5/31（月）まで
発送：7/01（木）以降
※姫路Beta 支援プロジェクト
※姫路Beta 出身 5 アーティスト現在入手不可の
　楽曲計10 曲収録のコンピレーションアルバム
※CD 売上金に関しては製作費、通販手数料を除く
　売上を姫路 Beta 運営費として寄付

姫路 Beta 支援プロジェクト
コンピレーションアルバム

『VERSUS FATE』
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　8.小松未可子
　9.内田 彩
10.PERSONZ
11.THE COLLECTORS
12.the band apart(naked)
13.港町ぎんぢろうと
　　バスエのキャバレーズ

TK from 凛として時雨のインタビューは EP『yesworld』に込められた
TK さんの感情的な想い、あからさまな想いなど、世の中の現実を聴き
手へ突きつけるように表現されていて言葉に力があり、深く心に響きまし
た。楽曲を聴きながら記事を何度も何度も読ませていただきました。

（30 代・女性・恋するペンギン）

W 表紙で特集されていた上坂すみれさん目当てで冊子を入手しました。
最新シングルの歌詞について、上坂さん特有の“話の飛躍”がうまく表れ
ていて良かったです。また、シングル３曲目の歌詞についての“なんだか
エッチな歌に聴こえました”というインタビュアーの感想に対して、“単にあ
なたの心が濁っているからです”と切り返していたのには笑いました。ライ
ヴでは乙女のように黄色い歓声をおじさんの多いファンにあげていただ
きたいということが分かったので、鋭意努力したいと思います。

（30 代・男性・むじるし）

長いキャリアを重ねた ZIGGY のニューアルバムのインタビューは、最新
が最強で最高であることがとても伝わる素敵な内容になっていて、とても
読み応えがあり、面白く、そして嬉しかったです。これがフリーペーパーだ
なんて贅沢すぎるって思いました。

（40 代・女性・MEGU）

SATO ちさんのインタビューは人柄と MUCC やファンへの想いがとて
も伝わってきて、読んでて胸がアツくなりました。自分はまだ SATO ちさ
んが MUCC からいなくなってしまうことに気持ちの整理ができていない
ところもあるのですが、SATO ちさんが吹っ切れているなら、これからの
SATO ちさんが笑っていられるなら、これで良かったのかもしれないと少
しずつ気持ちを切り替えていきたいと思いました。

（30 代・女性・エリザベス）

奥井雅美さんのインタビューをありがとうございました。アルバムについ
てたくさんのお話が読めて嬉しかったです！　JAM Project として、ソロ
として、いろいろな一面を見ることができてとても素敵な内容でした。

（20 代・女性・なよ）

内田雄馬さんのインタビューは、楽曲の話から子供の頃の話まで話題が
広がって、アーティストのことをより理解できる記事でした。

（20 代・女性・カン ソヨン）

ナノさんのインタビューはセルフプロデュースで作ったミニアルバムについ
てアツく語ってる様子が目に浮かぶ内容でした。新しいナノさんという印象
がとても強く出ているアルバムなので、好きすぎて購入後は毎日聴いてい
ます。読者へのサインに虹を描くあたりもナノさんらしくてクスッとしました。

（40 代・女性・YOKO keroko）

ずーっと好きなのですが、未だ謎の多い清 竜人さんの今のマインドにつ
いて知れました。清 竜人第 2 章、楽しみです！

（40 代・女性・こしょね）

★ Twitter からの応募

1. music UP’sのTwitterアカウント （ @music_ups ）をフォロー。 

2. 希望のアーティストの直筆サインプレゼントについての
　 ツイートをリツイート。 

※いただいたコメントは『Listener’s Voice』内で
　ご紹介させていただく可能性がございます。
※当選者には DM にてご連絡させていただきます。

Editor’s Note of Vol.199 Listener’s Voice of Vol.198

▶▶ 読者プレゼントの応募やコメントは Twitter ＆読者プレゼント専用フォームから◀◀

Vol.199 の締切は 6 月 19 日。当選者の発表は発送をもって替えさせていただきます。

music UP’s 読者プレゼント記事▶
https://musicups.page.link/2105_present　

music UP’s Twitter アカウント ▶
https://twitter.com/music_ups　

読者プレゼントコーナー

Vol.200 は 6 月 20 日発行予定。お楽しみに !!

★読者プレゼント専用フォームからの応募

music UP’s 読者プレゼント記事よりご応募ください。
コメントもお待ちしています♪

※いただいたコメントは『Listener’s Voice』内で
　ご紹介させていただく可能性がございます。
※当選者にはメールにてご連絡させていただきますので、
　予め「@music-ups.jp」のドメイン解除をお願いいたします。

■ angela ■
取材で遠藤正明をゲストヴォーカルに迎えた「Battle & Message」に
ついてうかがっている時、atsuko が“令和版「3年目の浮気」を作りた
かった”と話していると、ライターの清水素子さんから“「3 年目の浮気」
には次作があって、「5年目の破局」があるんですよ”と angela の取材
恒例の豆知識が飛び出した！　atsuko も KATSU もびっくりしながら

“えっ！　結局は破局するんですか!?　全然知らなかった（笑）。どんな
感じの曲ですか？”と大いに脱線するひと幕が。インタビューでも“じゃ
あ、もう一曲作ろうかなぁ”とatsukoが語っていたが（WEB版に掲載！）、

「Battle & Message」の続編として“令和版「5 年目の破局」”が届け
られることを期待したい。

■ Dizzy Sunfist ■
ZOOM での取材だった Dizzy Sunfist。まずは『music UP's Q!』の質
問をあやぺた→いやま→ moAi の順に答えてもらったのだが、いやまが
話している時に moAi がなぜか笑いを堪えていた。そして、moAi に順番
が回ってくると“石田さんの背景の画像が『徹夜の部屋』になってるのが可
笑しくて（笑）。めっちゃジワジワくる。いや～、招かれている感があってい
いです！（笑）”と話すと、“ほんまや！　めっちゃ面白い（笑）”と他のふたり
も大爆笑。いい感じに場が和んだところから取材が始まったのでした。

■ 前島真由 ■
『music UP’s Q!』で ISSA への想いを語ってくれていたが、本編のイン
タビューの冒頭でライターのキャベトンコさんが ISSA のエピソードを紹
介したことで、さらにその愛が爆発！　“自分が歌うようになると、歌えば歌
うほど尊敬でしかなくて。それまでは純粋に見た目と歌声とダンスが好き
だったんですけど、もはやファンという感覚ではないですね。“どうやったら
そんなふうにできるの？”って”と音楽専門誌的な発言も。なので、そこは
このコーナーで取り上げさせてもらいました。

1 2 3 8 20

1.宮野真守
２．バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHI
3.ヒトリエ
4.angela　
5.ウォルピスカーター
6.MORISAKI WIN
7.前島麻由

直筆サインを

各 1 名様 に
プレゼント !!

14.GOD & SIZUKU
15.大柴広己
16.Baby Blue
17.B.O.L.T
18.she9
19.Dizzy Sunfist
20.ネクライトーキー

■ 宮野真守 ■
シングル「透明」のカップリング曲「残照」の話の中に出てきたということで

（カップリング曲については WEB 版で！）、取材後は編集部の石田と太
宰 治について議論を交わした宮野真守。“自分を卑下しつつも自分のこと
が大好きな人なんだというのは、「人間失格」を読むだけで分かりますよ
ね”という話を入口に、“実はいろいろ計算されて書かれていて、自叙伝で
はないそうなんですけど、絶対に自分のことを書いていると思うんですよ
ねぇ”など、最後に意外な話で盛り上がった取材でした♪

■ バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHI ■
メンバーが語ってくれた『music UP’s Q!』の「今、気になっている人」
は、コーナー枠に入りきらなかったお話がいっぱい！　鈴姫みさこはひと
りに絞りきれず、女性で AV 監督をしている真咲南朋さんも挙げており、
Creepy Nuts の R-指定が“AV で泣いた”という話を聞いてから作品を
観るようになったそう。恋汐りんごはバーチャル YouTuber の兎田ぺこら
の話をきっかけに、以前から自分自身をバーチャル化することに興味があ
ることも口走っており、“恋汐りんごを保管しておきたいけど、生身の身体
だと限界があるからバーチャルに保管する方法を考えてます”と、面白そ
うな話をしてくれた。さらには、ななせぐみが気になっている管理人さんと
の仲良くなったきっかけは“部屋に大きいバッタが出た時に管理人さんを
呼んだら、袋に入れて持って行ってくれた”ことも教えてくれて、ミニコー
ナーでありながらとっても充実した回答をいただきました！

■ Baby Blue ■
メンバーはフィリピン在住ということで、リモートで行なわれた Baby 
Blue の取材。言語も英語となるため、インタビューは帰国子女でもある
金澤隆志さんが担当。ルックスは厳ついのだが（失礼！）、3 人とフレンド
リーにコミュニケーションをとって、アットホームな雰囲気で話を進めて
くれた。そんな中、原稿には入らなかった質問に“好きな日本語の言葉”が
あったので、ここで紹介したい。COLEEN は響きが好きということで“コ
ンニチハ”、JAN は“カッコヨクナリタイ”と日本語で答えてくれて“カッコ
イイ”、AMY は日本のファンのみんなに直接会って伝えたいということ
で“アイシテル”とのこと。コロナ禍が収束したら、ぜひ日本に来て、その
言葉を使ってもらいたい。そして、ツナマヨのおにぎりも！（その理由は
WEB 版で）

畠中 祐さんの記事は曲に対する思いがしっかり伝わってきて、声優さんと
しての一面とアーティストさんとしての一面とまったく違うけれど、どこか
にしっかりと彼の人間性が通っているのが感じられ、とても興味深かった
です。購入済の CD が届いたら、今回のお話を思い出しながゆっくり聴き
たいと思いました。

（40 代・女性・こしょね）

堀込泰行さんインタビューはアルバムの作り方やコンセプトは他の媒体
でも訊いているが、4 人での共同プロデュースを“プロジェクトチーム”と
か、今回のアルバムを“屈託がない印象”とか、他では出てこないワードで
分かりやすく置き換えてくれていることで話も膨らみ、読んでいて“そうそ
う”や“そうなんだー”となりました。聞き手がいいんでしょうね。そして、冊
子版をもらってきたら、WEB 版にはなかった「今、ハマってること」が読め
てすごい得した気持ちです。頑張ってショップに行って良かったです。こう
いうのが実は一番番楽しみなので。

（40 代・女性・すずかけ）

石原夏織さんの記事は ｢Plastic Smile｣ やカップリング曲｢君に空とク
ローバー｣のお話だけでなく、ジャケットやアニメについてまで質問してい
ただけてて嬉しかったです。

（10 代・女性・もな）

それでも世界が続くならの記事に、ただただ勇気づけられた。
（10 代・女性・Yuuri）

Kitri の Hina さんの『music UP's Q!』の返答にクスッとなりました。
Hina さん、お菓子は正義ですのでやめられません。

（40 代・男性・よしゆき）

林原めぐみさんの『Key Person』、自分の世代には懐かしい斯波重治さ
んのエピソードに感銘を受けました！

（40 代・男性・Kenji）

電子で読ませていただいたのですが、今回は好きなアーティストが多くて
紙媒体でも欲しくなりました。そして、推しである内田雄馬さんの記事は
もちろん良かったのですが、初めて music UP's さんを読ませていただ
いて一番面白い！と思ったのは、『スターの証明』のページでした。工藤静
香さんは言わずと知れたすごいアーティストさんですが、著名人の視点か
ら語られることで、改めて彼女のすごさが分かるのは面白いコーナーだと
思いました。

（20 代・無回答・11 月生まれの忍者）

『Editor's Talk Session』を読んで、現代の世論が求める音楽の在り方と
“音楽は、レーベル会社はこうであるべき”という概念を追っ払った今の業
界の動きを知ることができました。コロナ禍である現在、どの業界も悶々と
して滞っていますが、やっぱり音楽の力は無限大だなと活力をもらえました。

（20 代・女性・なぎさ）
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「中森明菜は『少女A』を歌いたがらなかっ
たといいます。この A は明菜のイニシャ
ルでしょう!?と。それもあって内容が彼女
にはリアルすぎたのです、不良っぽい主人
公ということを含めて。僕は彼女について
いっさい知らなかったのですが、期せずし
て彼女の私小説を書いてしまったようで
す。奇蹟めいてますね。＜中略＞それでマ
ネジャーが『レコーディングの一回だけで
いいから。あとは歌わなくていいから』と説
得し、明菜はふてくされて歌った。このふて
くされ感がよかった。『少女A』は見事に大
ヒットし、この後、僕は多くのアイドルの作詞

を手がけることになります」
作詞家・売野雅勇

『週刊朝日』
（作詞家・売野雅勇インタビュー

「80 年代のアイドルブームは
詞がキャッチコピーになって生まれた」

／ 2016 年 7 月 12 日公開）より

「僕が作品を提供した頃の中森明菜さんは、
すでにヒット曲も多数で、圧倒的な存在感
があったわけです。そこからのオファーです
から、プレッシャーがありました。＜中略＞康
珍化さんがつけてきた曲名は「ミッドナイト
フライト」だったので、中森明菜さんが考えた

「北ウイング」というタイトルに変えることに
は反対したんです。でも、振り返ると、あの時
に「北ウイング」と名付けた中森明菜さんの
アーティストとしての直感はわかりますね」

作曲家・林 哲司

出典 :『日本テレビ音楽株式会社』
（作家インタビュー／林哲司さんインタビュー

／ 2020 年 12 月 9 日取材）より

「『未成熟の一生懸命』というアイドルの
型を壊して、『貧しさすらありのままに自
分を語るアイドル』を、中森明菜は成立さ
せた。なぜそれが成立しえたかを説明す
るのは難しく、天性のスター性があったか
らだとしか言いようがない」

評論家・白川 司

『DIAMOND  online』
（「ボカロ世代」に伝えたい、

今こそ中森明菜を聞くべき理由
／ 2021 年 4 月 3 日公開）より

「中森明菜さんの歌い方は誰も真似がで
きない＜中略＞ウィスパーボイスでもな
いし、お腹から声が出ているようにも、出
ていないようにも見える。しかし、音源や
ライブでははっきりと歌が聴き取れる。あ
んな歌唱法は見たことがないです」

音楽家・小倉ヲージ

『Real Sound』（中森明菜はなぜ
「かけがえのない存在」であり続けるのか

　小倉ヲージ氏の証言とともに
ライブ映像を振り返る

／ 2020 年 6 月 11 日公開）より

「小さい頃から大好きで、よく歌っていた曲
（「1/2 の神話」）です。当時は意味もわか
らず、ただかっこいいと思って真似していま
したけど、《半分だけよ 大人の真似》って、
大人に向かって歌っていて、毒づき方も本
当におしゃれですよね。どうせ反抗するな
ら、ってエンターテインメントにしてしまう
愛が、女性をも惚れさせてしまうのかなと
思うんです。これはたぶん、大人が歌っても
響かなくて、10代のあどけないポニーテー
ルで歌うからこそ響く。それを演じきれる中
森さんもすごいし、その刹那のきらめきみ
たいなものにみんな惹かれるんでしょうね」

シンガーソングライター・家入レオ

『＆M』（THE ONE I LOVE
／「10 代のあどけないポニーテールで

歌うからこそ響く」、
家入レオが“愛”を感じる曲

『1/2 の神話（中森明菜）』
／ 2018 年 3 月 1 日公開）より

「カッコ良かったよ、中森明菜ちゃんって。
…俺が感動したのは、凄い声援やねんね、

『明菜！せーの、明菜！』って＜中略＞そ
れで歌を歌う時に、明菜ちゃんが客席か
ら登場するんやねんけど、『静かに。イン
トロ聴こえない』って、ファンに怒りよっ
てん＜中略＞「カッコええなぁ、こいつっ
て思って（笑）。ちゃんと歌いたいから。声
援でイントロちゃんと聴こえないからって
言って、注意しよった＜中略＞それを見て

『カッコええなぁ、この子。プロ中のプロ
やな』って思ったのは覚えてるね」

コメディアン・明石家さんま
『livedoor NEWS』

（明石家さんまが語った中森明菜のエピソード
「俺が感動したのは…」

／ 2015 年 11 月 16 日公開）より

歌謡界のスーパースターと称される人物を取り上げ、さまざ
まな資料から、その人物の“すごさ”を浮き彫りにする証言集。
今回は昭和を代表する歌姫・中森明菜をフィーチャー。彼女
のオーラとパフォーマンスは、超大物スターたちをも刺激
した！　まさに生きる伝説の数々だ。

第 24 回／中森明菜

この記事と他の証言を掲載中▶

なかもりあきな：1965
年 7 月 13 日生まれ、東
京都出身。歌手、女優。
1982年、シングル「ス
ローモーション」で歌手
デビュー。同年の2nd
シングル「少女 A」が大
ヒットし、一躍トップアイ

完全生産限定盤
『ANNIVERSARY COMPLETE 
 ANALOG SINGLE COLLECTION
 1982-1991【30 枚組】』

WPZL-31821/50　￥48,400（税込）
※1982 年 5 月 1 日、「スローモーション」の
デビューから 40 周年目を迎え、アニバーサ
リー企画第 1 弾としてリリースされる、全シン
グルの 2014 年リマスターによる 30 枚組 7
インチ /12 インチ / カセットボックス！

2021年 6 月 9 日発売

ドルとなる。1985年の「ミ・アモーレ〔Meu amor 
é･･･〕」と1986 年の「DESIRE - 情熱 -」で 2 年連
続となる日本レコード大賞を受賞。今もなお、幅広い
世代を魅了し続ける、正真正銘の歌姫である。
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このインタビューの全文を公開中！！▶

ーうまくいかなかった時に、メンバーが
バラバラになったりもぜす？

「やっぱりバンドをやりたかったんですよ。
別に当時の事務所のやり方も間違っては
いないと思うんですけど、その出来事が
あったことでメンバーは一致団結してまし
た。相手がイメージしていることと、自分
たちがやりたいことの温度差をどうやって
解消するかっていうところで、弱気になる
というより“やってやるぜ！”って感じのほ
うが強かったと思います」
ーその翌年の 03 年に初企画を行なっ
た高崎club FLEEZは、LACCO TOWER
にとって思い入れの深いライヴハウスのひ
とつだと思うのですが、何か印象的なエピ
ソードはありますか？ 

「今は高崎にありますけど、当時は前橋
にあったんですね。その初企画以降に何
回かイベントをやって、初めてチケットが

ソールドした時は本当に嬉しかったです。
バンドとしてもそれが初めてのソールド
だったんじゃないかな？　高崎に移転し
たあとも思い出があって…演奏中にバッ
タが飛んできたこと（笑）、先輩方と対バ
ンしたのもそうだし、思い出のひとつひと
つに FLEEZ が入ってます」
ー結成時からライヴハウスとのつなが
りは大事だったと思うんですけど、特に背
中を押してもらった人はいましたか？

「仙台の長町にあるLIVE STUDIO RIPPLE
に僕らの 2、3 個年上の店長がいるんで
すけど、初めてのツアーでライヴをした
時に“お前らは明日解散すると思ってラ
イヴをやってない”と言われたのをずっと
覚えてます。普段は本当にちゃらんぽら
んな人なんですけど（笑）、“だから、解散
ライヴをするバンドには勝てないし、いい
ライヴができないんだ”と言われて、“明
日解散するわけじゃなくても、来ているお
客さんにとってはそれで終わりかもしれ
ないし、一回一回の出会いはそこでしか
ないから、それくらいの気持ちでやらな
いといけない”って思い直しました。あと
は、音楽仲間で後輩なんですけど、back 
number を 2 年くらいツアーに連れて
行った時、清水依与吏に急に呼び出されて

“ケイスケさんはカッコつけすぎてる”っ
て夜に説教をされたことがありました。あ
いつも酔っぱらってたんですけど、それも
すごく記憶にありますね」
ー後輩なんですよね？（笑）

「はい。今考えてもどついたらなあかんっ
て思いますけど（笑）。そのふたつの言葉
は誰かが言ってくれそうで誰も言ってくれ
なかったことだったので、すごく心に残っ
てます」
ー松川さん自身も気を張ってた時期
だったのでしょうか？

「そうですね。どう魅せるかっていう部分
でも気を張ってたし、自分の中でも引っか
かってた部分を突かれたので響いたんだ
と思います」
ーLACCO TOWER の歴史をおうか
がいする上で、13 年に塩崎啓示（Ba）さ
んが代表取締役となって株式会社アイ
ロックスを設立したことも重要な出来事

だと思うのですが、そこにはどんな決意
があったのでしょうか？

「もともと DIY が染みついていたバンド
ではあったので、社会的にも認められる
ようなかたちでやっていこうっていうのが
一番大きかったから、全然違うステージに
行こうとしたっていうより、暑いからクー
ラーの温度を下げるみたいな感じでした
ね（笑）。やるならちゃんとやるかって。啓
示をリーダーに指名したのは僕なんです
けど、彼の人柄もあって周りの反対もな
かったです」
ー自分たちに合ったバンドのスタイル
を見つけていく中で、松川さん自身が先
ほどの気を張っていた状態から変わって
いった感覚はありました？

「毎日変わっている気がするんですよ。思
い返してみても“ここで変わった”というの
がなくて、本当に徐々に変化してます。昨
日は正しいと思ってやったことが今日は
違う気がしたり、“ここがターニングポイン
トだ”って言えるほど自分が成長できてな
いのかもしれないですね」

LACCO TOWER の活動が
ひとつの生き方になったら

ーLACCO TOWER がこだわってき
たことのひとつに“セルフプロデュース”
があると思いますが、そこにこだわる理
由は何ですか？

「こだわったって言うと聞こえがいいん
ですけど、たぶん“自分たちをカッコ良く
見せられるのは自分たちしかいない”っ
てどこかで意固地になってたんですよね

（笑）。それって、猛烈な自信と、猛烈な無
知識が備わっていたからこそ、そう思え
ていたんじゃないかなと。今では仲間の
バンドがやっていることや、音楽に触れた
り、年齢を重ねていく中で、改めていろん
なものを取り入れることの大切さも感じ
てます。でも、一周回った今でも“自分た
ちのことは自分たちが一番よく見せられ
る”って思ってるところはありますね。前ほ
ど“こうじゃなきゃいけない”という感じで
はないんですけど、例えば“自分にはこの
髪型が似合う”ってあるじゃないですか。
でも、美容室に行ったら意外と“これもい
いかも !?”ってなる感覚もある。だけど、
そのために美容室に行くことをそんなに
大事には思ってないというか」
ー言葉にすると LACCO TOWER の
そのスタイルは孤高のバンドのように聞

“カッコつけすぎてる”と
引っかかってた部分を突かれた

ー2001年に結成した前身バンドを
経て、02 年 7 月に渋谷 CYCLONE で
LACCO TOWERとしての初ライヴが行
なわれましたが、当時はどんなお気持ち
だったのでしょうか？ 

「その結成日までにいろいろあったので、
僕らは普通に集まって渋谷 CYCLONE
でライヴをしたわけではないんですよ
ね。もともと前身バンドの時に韓国でデ
ビューすることが決まっていたんですけ
ど、バンドではなくアイドルっぽい売り出
し方に少し疑問を感じていて。それを経
て、お世話になっていたライヴハウスの店
長さんをはじめ、周りの方の力を借りて、
なんとか初ライヴの日を迎えたから、“よ
うやくライヴができる”って気持ちでした」

J-ROCK＆POP の礎を築き、今なおシーンを牽引し続けてい
るアーティストにスポットを当てる企画『Key Person』。第 14
回目は 2002 年の結成から来年で20周年を迎える LACCO 
TOWER の松川ケイスケ（Vo）。長年バンドをセルフプロデュース
する中で自分が強くこだわっている部分と、それでも“周りの人に
育てられた”と語る真意に迫った。

File 14,
LACCO TOWER　
松川ケイスケ（Vo）

自分たちをカッコ良く見せられるのは
自分たちしかいない

こえるかもしれませんが、2014 年から
開催している自主企画『I ROCKS』でた
くさんのバンドとライヴを作り上げている
こともあって、LACCO TOWER に対し
て一匹狼なイメージはまったくないです。
ご自身では LACCO TOWER をどんな
バンドだと思ってますか？

「面白いバンドだなって思います。いよい
よ結成 20 周年を迎えて、こんなに素直
なバンドは珍しい気がするし、まだ伸びし
ろがあるように感じるのもすごいことだと
思いますね。孤高なバンドって、たぶん男
の子として憧れていた部分はあるんです
けど、それになれなかった僕らの弱さとい
うか（笑）。よく言えば、そのへんの可愛ら
しさもあって変なバンドだなと。“〇〇っ
ぽいな”っていうのがあまりないので、
LACCO TOWER の活動がひとつの生
き方になったらいいなと思います」
ー孤高になれなかった弱さというより、
いい意味で頑固すぎなかったのではない
ですか？

「全然頑固じゃないですね！　いや、頑固
なのかな？（笑）　自覚はないんですけ
ど、周りから見たら頑固なバンドかもしれ
ないです。自分の中に譲れない部分があ
るというか、何をするにしても“どういう意
味合いを持ってそのことをやるのか？”に
はこだわりがあると思います。その行動が
合っているかどうかではなく、どんな想い
があってやったのかをちゃんと答えられる
かどうかに」
ー21 年 3 月にリリースしたアルバム

『闇夜に烏、雪に鷺』がベスト盤ではなく、
“黒白極撰曲集”であることもそうです
よね。

「そうですね。そういう“なぜこれをするの
か？”という部分ではメンバーとも喧嘩しま
す（笑）。決まる時にフワッとしてても、そこ
にもちゃんと想いがあるはずだから話した
いっていう面倒くさい性格ではありますね」
ーひとつひとつの行動に対する意思
をしっかり確認している中で、LACCO 
TOWER がメジャーシーンで音楽活動を
していくことをどう受け止めていますか？

「メジャーとインディーの違いというより、
気の合う仲間や一緒にやってて楽しい人
たちがメジャーにいたというか。バンド活
動でいろんな人と巡り会ってきたけど、最
初から腹の中まで見せることはできない
し、仕事上の話であればそんなことは起こ
り得ないのかもしれない。それでも“この
人を喜ばせたい”と思える人であるかどう

かが僕の中ですごく大事で、その喜ばせ
たい人たちと一緒にやっていける環境が
たまたまメジャーだったのかなと。結果論
ですけど、そう思います。バンドにとっても
大きい出来事で、“メジャーデビューした
ぜ！”みたいな若い気持ちもありましたけ
どね」
ーバンド結成時から自分の気持ちだけ
でなく、周りの人との意思疎通もすごく大
事にされていますよね。

「そうですね。所詮は楽器しかできない 5
人っていうのもあるので、人の支えがない
と何もできないし。このコロナ禍の中、自
分ができないことをやってくれる人が周り
にいるのはすごく幸せなことだなって感じ
ました。自分たちでは分からないこと、気
づかないことを与えてくれたり、今までに
意思疎通ができなかった人もいましたけ
ど、それでも周りの人に育てられたと思っ
ています」
ーそんな今までの活動も振り返って、
松川さんのキーパーソンとなる人物はど
なたですか？

「音楽面で言うと、僕は TULIP が好きな
ので財津和夫さんなんですよ。歌詞を書
くというルーツを作ってくれた人なので。
でも、生き方だったり、大事なタイミング
で思い出すことがあるのは依与吏かもし
れないですね。最前線で活動し続けてい
て、“だからこそ”って思ってる僕らもいる
し、自分の気持ちを奮い立たせてくれた
り、当時言われたことが心に残っているっ
ていうのもあるし。10 年振りくらいに
会った時、白い服にワインをこぼされまし
たけどね。後輩だから 2 発分どついたら
なあかんと思うんですけど（笑）。んー、あ
いつをキーパーソンにするのはちょっと
しゃくやな…」
ーあははは。ちなみに他にも思い浮か
んでる方は？

「一回バンドを辞めようと思った時に助け
てくれた SUPER BEAVER の渋谷龍太
だったり…あと、同い年でいつも悩みを
聞いてくれるのが中田裕二で。まぁ、やっ
ぱりあいつのおかげで頑張ってこれてる
ところもあるので、キーパーソンは back 
number の清水依与吏ですね」

取材：千々和香苗
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Album　6/2 Release
Yumeya

SRYM-001
￥3,300（税込）

■ MV 撮影に協力してもらった学生
「僕がお願いしているエンジニアの方が専門学校の講師をやってるので、「ドッグラン」の MV 撮影を学生にお願いしたんですよ。当日 19 歳の子たちが何人
か来てくれて、その中に男の子のリーダーがいたんですけど、彼が趣味で作っている映像作品を観せてもらったらすごく面白かったんです！　映像を引き立
てるための音楽も作っていて、ただ自分が走ってるところとか、金網に激突してるシーンとか、焼き鳥を食べてるシーンがテクノみたいな音楽と融合していて

（笑）。意味は分からないけど、何か訴えかけるものがありましたね。中毒性があるし、その熱意に惹かれて、今、すごく興味があります」

今月のお題：『今、気になっている人』

ーまずは“港町ぎんぢろうとは何者なの
か？”というところからお聞きしたいので
すが。

「“港町ぎんぢろう”とは僕の空想の中の
キャラクターなんです。昔からそういう空
想をするのが趣味で、僕の中に設定や物
語があり、そこから生まれたキャラクター
なんです。あとは、僕が幼少期から経験し
たことや育った環境、周りの人から受けた
影響がリンクして、港町ぎんぢろうという
キャラを作り上げています」
ー現実をもとにした架空の人物なんで
すね（笑）。港町ぎんぢろうはやっぱり横浜
生まれ、横浜育ちなんですか？

「港町ぎんぢろうは横浜生まれですけど、
僕は北海道出身です（笑）。ぎんぢろうは

映画を観ているようにさまざまなシーン
がめくるめく展開していきますね。

「僕は曲を作るのはすごく得意なんです
けど、歌詞を書くのが苦手で。歌詞を書く
時も“これを伝えたい”とか“これを表現し
たい”って書くんじゃなくて、“何を書こう
かな？”って、普段考えてるようなくだら
ないことからテーマを見つけるんですね。
テーマさえ浮かべば 5 分で書けちゃうん
で、やっつけ仕事で書いてるから伝えたい
ことは何もないです」
ー曲はどうですか？　歌謡曲、ソウル、
ジャズ、ロックといろんな要素を取り入れ
た、すごくオリジナリティーのあるサウン
ドになっていますが、ぎんぢろうさんの音
楽ルーツというのは？

「最近はブラックミュージックばかり聴いて
いるんですが、子供の頃はディスコミュー
ジックが流れていたり、ピンクレディーが
大好きだったり、多感な時期にはロンドン
パンクとかロカビリーを聴いて、ハードロッ
クに行き、ブルースやロックンロールに
回帰して、20 代中頃からブラックミュー
ジックばかり聴くようになったんです。
Jamiroquai とか、The Style Council
とか HIGH RED とか、ロックをやってた
人…特にヨーロッパの人がやるブラック
ミュージックが好きでよく聴いたり…で
も、音楽は何でも好きですね」
ー曲のテーマは作っていく中で見えて
くるものなんですか？

「完全に曲先なので、歌詞はあと回しって感
じですね。「キャバレー」は 20 年前に作っ
たんですけど、サビのメロディーと歌詞が
同時にできるっていう初めての経験をした
曲で、“降りてくるっていうのはこういうこと
か !?”って未だ不思議なんですよね」
ーへぇ！　でも、そういう曲が 20 年
経ってリリースされるアルバムでも、ひと
つ象徴的な曲になっているというのは面
白いですね。

「ぎんぢろうの持ってる世界観を一番表
してる曲なのかもしれないですね。歌詞に

“マイルドセブン”って出てきますけど、も
う今はないですから（笑）」
ーそこは昭和テイストを出したんじゃ

横浜で生まれて、お爺ちゃんが港龍会とい
う任侠団体の伝説の組長なんです」
ーすみません！　反社的な話は今のご
時世は NG なんですが（笑）。

「あっ、これは空想の話ですから大丈夫で
す（笑）。で、お父さんというのが任侠の道
から外れた、義理人情よりお金のために
生きるようなどうしようもない人間で。ぎ
んぢろうはお爺ちゃんに大きな影響を受
けていて、お父さんのことが嫌いだったの
で、任侠の道から離れて世界へ放浪の旅
に出るんです。で、世界中のブラックマー
ケットで名を馳せるんですけど、イタリア
で女性とベッドにいる時に電話がかかって
きて。横浜の子分から“アニキ、横浜が大
変です！”って知らせを受けまして、白鳥

なくて、当時のままの歌詞だったんです
ね（笑）。僕は昭和生まれですけど、昭和
の雰囲気漂うネオン街とかは大人の世界
だったし、「キャバレー」みたいな世界観は
いつまでも憧れとしてあるんですよ。

「ムード歌謡風の「ドッグラン」で MV を
撮ったんですけど、MV も昭和テイストに
したかったので、古い映画なんかを観て衣
装や画質を研究しました。やっぱりいいん
ですよねぇ。昭和っていい時代だなって」
ーでも、「シャバは最高 !!」や「URA!! 
CASINO」とか、創作でも規制がうるさい
昨今、ぎんぢろうさんはなかなか攻めて
ますよね。

「自分で聴きたい音楽をやってるだけなの
で、あんまり規制がどうとか考えずに作っ
てます。で、できたあとに“さすがにこれは
怒られるかな？”と思って、歌詞を変えた
部分もあったりするんです」
ーカッコ良いサウンドでお洒落な言葉
を並べただけだと、あまり面白みを感じな
かったり、興味がなかったりするんですか？

「素晴らしい歌詞がちゃんと書ければいい
んですけど、思いつかないので。どうして
も、ぎんぢろうのキャラに寄せちゃうんで
すよね…。「HOT SPRINGS」なんかは
僕がスーパー銭湯が大好きだから書いた
歌詞だし」
ースーパー銭湯が好きで、「地図読めな
い」って曲もあるし、人間味がありますよね。

「地図が読めない人は女性に多くて、“な
ぜ読めないんだろう？”とずっと疑問だっ
たので、“歌詞にしたら面白いかな？”と
思って書きました。「UFO」は“UFO を見
たいな”と子供の頃から思っていたことを
曲にして、それをみんなで歌ったら出現す
るんじゃないかと（笑）。全部の曲の中で、
唯一伝えたいことのある歌詞かもしれな
いですね」
ーメッセージ性ですか？　《UFO お願
い出てきて》はメッセージ性って言わない
ですよ（笑）。でも、「月焼け」みたいな美し
い歌詞も書けるんですよね？

「「月焼け」は 10 年くらい前に書いた曲
で、リアレンジして収録しました。その頃は
ちゃんと書こうと思ってたんです」

の足漕ぎボートに乗り、日本に向かって漕
ぎ出すんです」
ーあははは。面白くなってきました（笑）。

「それで何日もかけて横浜に到着するん
ですけど、ずっと漕いでいたから漕ぎなが
ら寝てしまい、子分が“アニキ、お帰りなさ
い！”ってサングラスを取ると寝ている…っ
てところから物語が始まるんです。ぎんぢ
ろうがいない間に横浜をめちゃくちゃにし
た、お父さんを倒すという壮大な物語が幕
を開けるんですよ」
ー面白いです！　今回のアルバムも「ぎん
ぢろう物語」から始まり、夜のいかがわし
い世界を歌った「キャバレー」のような曲
から、ぎんじろうの人間味の部分が垣間見
える「地図読めない」のような曲と、まるで

ー前のアルバム（2017 年 11 月発表
の『スマッシュ イット』）にも収録されてい
るし、大事な曲なんだろうなと思いました。

「いや、そんなに大事ではないです（笑）。
ライヴで演奏しているうちにアレンジが変
わってどんどん良くなっていったので“こ
れも入れよう”と。でも、いざレコーディン
グを始めたらその通りにはならず、“ドラム
を打ち込みにしてみようか”と変えてみた
り、“だったら、BTS みたいなサウンドにし
よう”って、さらに変わっていきました。そ
れをきっかけに BTS の曲を解明していっ
たらすごく作り込まれていて！　今は時
間があるからそんな研究ができたのも良
かったですね」
ーでは、改めてですが『ウォンチュー！』
完成しての感想はいかがですか？

「しっかり時間もかけたけど、“まだやりた
かったな”って気持ちはどうしてもありま
すね。歌も含めて完成度を上げられたの
で、そこは次の作品でできたらと思うの
と、前作よりもぎんぢろう感が確立してき
たと思います。港町ぎんぢろうのライヴ
は寸劇みたいなこともやってて、半分くら
いは演技の練習してたりするんですけど

（笑）、それを通じてぎんぢろうのキャラ
クターが確立していき、それがアルバムに
活かされているなって。なので、港町ぎん
ぢろうの世界がしっかり出たアルバムにな
りましたね」

取材：フジジュン

年齢国籍不詳のハードボイルドシンガー・港町ぎんぢろう率いる、港町ぎんぢろうとバスエのキャバレーズ
が 2nd アルバム『ウォンチュー！』をリリースする。歌謡曲や黒人音楽をベースとしたビッグバンドの豪華サ
ウンドに乗せた甘くハードボイルドな歌声と、昭和テイスト漂う怪しくお洒落な世界観に酔いしれろ！

“港町ぎんぢろう”は空想のキャラです！

『ウォンチュー！』

このインタビューの全文を公開中！！▶



music UP's        4342        music UP's

Album　5/11 Release
A-force NEXT
／徳間ジャパンコミュケーションズ

【初回限定盤】（CD+DVD）
YZWG-044
￥2,000（税込）

ーアルバムのタイトルといい、6 曲中
3 曲が“PEACE”をタイトルに掲げてい
ることや、天使と悪魔をコラージュした写
真の中に着物姿のふたりというジャケ写
と、どこから質問を切り出せばいいのか迷
うんですけど…。そもそもどんなビジョン
があって作った作品になるのですか？
GOD：そうなりますよね（笑）。もともと僕
らふたりは 20 年以上前から一緒にやっ
てて、CD は出していなかったんですけ
ど、昔は“KAZUKI&SIZUKU”という名
前で活動をしてたんです。で、このキャラ
クター（アーティスト写真で SIZUKU が
持っているぬいぐるみ）の歌で、「いじけ
むしのうた ～アメ・ウメ・マンマー～」と
いう曲を歌ってたんですよ。レイ・パー
カー Jr に言われて“Mars Baby”になっ
たんですけど、前は“いじけむし”という名
前だったんです。その曲がテレ朝の『銭形
金太郎』という番組の「GOD 貧乏」とい
うコーナーに知り合いのボクサーが出た
時に、全国放送で流れたんです。それで

いうタイトルもありそうでないというか。
ーここまでストレートに言いきる歌は
なかなか珍しいですからね。
GOD：「PEACE OF WINNER」の歌詞
には絶対に放送できないであろうフレー
ズがあったりしますからね。《君のイメー
ジは B そこから先は T になれ》とあるん
ですけど、“B”はジョー・バイデンで“T”は
ドナルド ·トランプのことなんですよ。分
からない人にとっては…
SIZUKU：“B”は“Bad”で、“T”は“Truth”
ととらえてると思うんですよ。
ーまさに !　その質問も用意していた
し、自分もそう思ってました。
GOD：あと、アメリカでは子供の誘拐が
問題になってるから“アドレノクロム”とい
う言葉が出てきたり。そういう際どいワー
ドを意識して、ふんだんに盛り込んであ
るんですよ。でも、それらは僕の心の中だ
けのことであって、歌詞としては意識しな
いでもいいようになっているというか。“ア
ドレノクロム”は薬品の名前でもあるし。
ー“B”は“Bad”で、“T”は“Truth”、《君
のイメージは F 未来と共に輝いて》の

“F”は“Future”と解釈して歌詞を読ん
でも意味が通るんですよね。
SIZUKU：だから、都市伝説好きの人が
いろいろ勘ぐりながら聴いたら“あぁ、こう
いうことか！”となるかもしれないですね。
GOD：まぁ、“B”がバイデンで“T”はトラ
ンプのことだと思って聴く人はまずいな
いと思うし、それはそれで大丈夫です。フ
ジテレビ系『魔女に言われたい夜～正直
過ぎる品定め～』の 5 月度エンディング
テーマにもなりますしね。
ーということは、テレビでこの曲の MV
が流れるわけですね。あの『機動戦士ガ
ンダム』のような SF チックな。
GOD：MV は真面目に作りましたよ。
SIZUKU：でも、あまり他にない感じです
よね。
GOD：虎が出てくるんですけど、トランプ

ちょっと話題になり、いろいろなレコード
会社から話が来て CD を出すことになっ
たんですけど、結局はお蔵入りになってし
まったんですね。その後、僕は作家活動を
メインにするようになり、都市伝説系の連
載作家になったんです。SIZUKU はソロ
だったり、徳川家公式ユニット『徳川姫殿
劇団』の座長で“徳川静華”としても活動し
たり…
SIZUKU：どんな質問をされたか分かっ
てる ?
GOD：分からない（笑）。
ー（笑）。アルバムが出るまでの背景で
もあるので、そのまま語ってください。
GOD：あははは。でね、都市伝説系の連載
が好調ってこともあり、レコード会社と相
談した結果、話題作りをしたいので GOD
とSIZUKU で新ユニットを組んで CD 出
しませんかと打診があったんですよ。この
CD が売れない時代にそう言ってもらえ
るのってありがたいことじゃないですか。
なので、“GOD＆SIZUKU”というユニッ

の赤い帽子を被ってますからね（笑）。
SIZUKU：そこがテレビで流れるんですよ

（笑）。
GOD：そういうのがテレビ的に面白いか
らってことなんでしょうけど。初回限定盤
の DVD に収録されるので、チェックして
もらえればと思います。あとは、なぜジャ
ケ写が着物姿かってことですよね。
SIZUKU：レコード会社の人からインパク
トのあるものにしてほしいと言われたん
ですよ。滑稽なものにしてほしいって。ど
うも私たちの存在が面白いらしくて…自
分たちは普通だと思ってるのに（笑）。だか
ら、着物だったり、『機動戦士ガンダム』に
出てきそうな格好してたりするんです。
GOD：そういう面白さを望まれるんです
よ。オンラインでアルバムのリリースイベ
ントを 3 回ほどやったんですけど、アルバ
ムを宣伝するイベントなのに歌も歌わな
いで、“GOD と言えば都市伝説、パーソナ
リティーは SIZUKU”という感じのバラエ
ティートークイベントになってしまったん
ですね（笑）。なのに、レコード会社は喜ん
でましたから（笑）。
ーこれは今作を聴いて思ったのです
が、サウンドやメロディーには憂いがある
というか、どこかウエットなところがあっ
て、そういう部分が聴く者を惹きつけるん
だろうなと。で、実は GOD さんってロマ
ンチストなのかなと思ったのですが。
SIZUKU：あっ、そうなんですよ !
GOD：…。
SIZUKU：滅多に褒められへんから照れ
てる（笑）。
GOD：このタイトルと、このジャケ写を見
て、この音楽が想像できます ?
ーだから、最初の質問に戻るんですよ。

“どこから質問を切り出せばいいんや？”って
（笑）。
GOD：確かに（笑）。でも、思うのは“音楽
が好き”ってことですね。歌うよりも作る
ほうが好きだし。よくは知らないんですけ

トを組んで、CD を出すことになったんで
す。しかも、テーマは都市伝説で。でも、一
番のきっかけはラジオ関西の番組かな ?
SIZUKU：昨年の 10 月から『GOD の
都市伝説 RADIO』という番組をやってる
んですけど、それがすごい人気なんです
よ。で、私が“こういうラジオ番組が始まり
ますよ”みたいなことをツイートしたら、私
の Twitter の名前が“SIZUKU（徳川静
華）”になってることもあって、なぜか“大
阪のラジオ局で徳川様が世の中の闇を
話すぞ！”という感じで都市伝説好きの
中でいろんな人にリツイートされて、世界
緊急放送システムが流れるってことでた
くさん拡散されたんです（笑）。でも、番
組で主にしゃべってるのは GOD だし、話
すと面白いんで、徐々に“GOD 説”という
ことで都市伝説好きに支持されるように
なったんです。
GOD：最初 1,000 人しかいなかった
Twitter のフォロワーが 5,000 人増え
ました（笑）。
SIZUKU：みなさん、闇の時代が終わっ
て光の時代が来ることを願っているんで
すよ。GOD って基本的に前向きなこと
を話してるし、はっきりと“そのためにはこ
うしないといけない！”ってことを言いき
るんで、それもあって都市伝説好きの心
を掴んだんでしょうね。なので、レコード
会社の人が私だけじゃなくて、“GOD ＆
SIZUKU”として CD を出してみないか
と言ってきたんです。うまくいけば都市伝
説好きの人にも届くようにと。それでリー
ド曲の「PEACE OF WINNER」ができ
たんです。他の4曲…「アルトマンの世界」

「It’s a Future Land」「PEACE OF 
EARTH」「PEACE OF THE WORLD」
は KAZUKI&SIZUKU の頃からあった
もので、「愛するプレアデス」は以前に取
材してもらった『第二回世界環境サミッ
ト』のテーマ曲として作ったものなんで
すけど、曲のコンセプトというのは私が
GOD と知り合った頃から変わってなく
て、ずっと“平和”なんですよ。「PEACE 
OF WINNER」も都市伝説ソングみたい
な歌詞になってますけど、願っていること
は平和だし。だから、“闇に負けるな光を
取り戻せ！！”ということで、それをひとつの
パッケージにしようと。
ーなるほど。6 曲中 3 曲が“PEACE”
をタイトルに掲げていることや、アルバム
のタイトルが指すものが理解できました。
GOD：“闇に負けるな光を取り戻せ！！”と

ど、クラシックも好きだし。
SIZUKU：うんうん。クラシックや映画音
楽を聴いて育ったって言ってますね。
ーそれが下地にあるんですね。納得で
す。では、どんなアルバムになった実感が
ありますか ?　SIZUKU さんは初のア
ルバムですよね。　
SIZUKU：サンプル盤をもらって CD プ
レイヤーで聴いた時、すごい満足があっ
て…それこそ 20 年前のことを思い返
したりもして。やっぱりアルバムを出すこ
とって夢だったんですよ。SIZUKU 名義
のアルバムを出したいというのもあるけ
ど、私が今ここにいるのは GOD のおか
げなんで、GOD＆SIZUKU として出せ
たというのがとても嬉しいですね。
GOD：今の時代だからこその、タイトル通
りのものになったなって。光のある時代に

“闇に負けるな光を取り戻せ !”というア
ルバムを出しても意味がないですからね。

取材：土内 昇

都市伝説系の作家であり、“神憑りなプロデューサー”こと GOD と
シーター波の歌声を持つ SIZUKU のユニットが初となるアルバム

『闇に負けるな光を取り戻せ！』を完成させた。その気になるタイトル
や怪しげなジャケ写のことも含め、同作について語ってもらった。

曲のコンセプトというのは
昔から変わっていない

『闇に負けるな光を取り戻せ！』

このインタビューの全文を公開中！！▶

■ GOD…ドナルド・トランプ
「個人的に面識があるんで、僕はトランプを応援してるんですね。もうずいぶ
ん昔のことになるんですけど、彼は僕が携わったハリウッド映画のスポン
サーだったんですよ。今回のデビューアルバムのタイトルの“闇に負けるな光
を取り戻せ！”という言葉は、彼が大統領選で勝利することを想定して考えた
ものだし、リード曲の「PEACE OF WINNER」は勝利宣言の曲なので、選挙に
勝利した暁にはプレゼントしようと思ってたんです。だから、“今、気になって
いる人”ってなると、ドナルド・トランプです！」

■ SIZUKU…藤村晃子
「昔からお世話になってるんですけど、非営利一般社団法人『日本動物虐待防
止協会』の代表理事をやられてて、正義感がめちゃくちゃ強い方なんですよ。
それこそ多頭飼育で崩壊している人のところに乗り込んで行ったり。あと、単
身でアメリカに渡ってアニマルポリスのことを勉強して、帰国後は自身でア
ニマルポリスを立ち上げたり。そういうことをされてたんですけど、いきなり
横浜市長選に立候補されて。政治経験もなく、しかも無所属で！　そんな中、
私たちの「PEACE OF WINNER」が選挙応援歌に決まったこともあり、まさ
に今、気になっている人ですね。YouTube で自分の意見を的確に発信されて
る姿を観るとバイタリティーも感じますし、尊敬してます」

今月のお題：『今、気になっている人』

【通常盤】（CD）
YZWG-043
￥1,500（税込）

L → R　GOD、SIZUKU



music UP's        4544        music UP's

Album　5/26 Release
ZOOLOCATION

ZLCT-1006
￥3,300（税込）
※ライヴアルバム『THE 
　PREVIOUS WORLD』
　ダウンロード封入

■マネージャーの大中
「彼はビジネスの達人なんですよ。俺のファンからも“ダイチュウさん”の愛称で呼ばれるほどにいい人だし。ビジネスに関する洞察力に優れてて、肌で感じる先読
みスキルも高いから、常に“面白い！”と思わせてくれるんです。“今、気になる”というか、ずっと気になっているし、彼みたいな人が身近にいることが嬉しいですね」

ー大柴さんはシンガーソングライターと
して長いキャリアを経てこられましたね。

「そうですね。音楽活動自体は 2000 年
の 1 月 1 日から始めているので、昨年の
1 月で 20 年。デビューが 06 年なので、
今年で 15 周年になりますね。でも、キャ
リアの長さだとかアニバーサリーとか、ほ
んとに興味ないんですよ。だから、ビジネ
スマンには向いてないし、ずっと“プロっ
ぽい人”で止まってる。むしろ一生、“プロ”
じゃなく“プロっぽい人”でいいかなとまで
思ってますね（笑）」
ーその 20 年に渡る活動をもっとも表
現するキーワードが“旅するシンガーソ
ングライター”ですが、ストリーミング系
アーティストとしての活動やフェスの主

20 年間も音楽を続けてこられている」
ー昨年、今年とコロナ禍が続き、旅にも
出られない状況ですが、その間はどういう
活動を？

「配信ライヴばかりですね。でも、地方の
ライヴハウスも大変じゃないですか。なの
で、自分が TwitCasting でやっている配
信ライヴをライヴハウスのスクリーンで
も上映したりしました。10 年以上前から
やっている YouTube チャンネルの更新
も活発でしたが、コロナ禍だから何か変
わったかと言えば、実は何も変わってなく
て。ただ、コロナ禍前と比べて思うことは
ありました」
ーそんな中、リリースされるのが約 2
年半振りのアルバム『光失えどその先へ』
で、そのタイトルからしてコロナ禍での想
いを強く感じました。

「いや、それがね、2018 年に前のアルバ
ム『人間関係』を出した時から、次のアル
バムタイトルは“光失えどその先へ”にす
るとマネージャーにも言っていて」
ーコロナ禍は関係なく？

「そうそう。俺のアルバムって実は全部が
連なってるんですよ。14 年にレコード会
社を立ち上げた時から“L”をキーワードに
したテーマがあるんです。14 年の『それ
を愛と呼べる日が来るとは思わなかった』
はテーマが“LOVE”。愛を持ってどう生き
るのかが大事だと。だから、“LOVE”の先に
は“LIFE”があるということで、『Mr.LIFE』
というアルバムを 16 年に出したんです。
で、愛を持ってどう生きたいか分かって
きたと。俺はやっぱり過去にすがるんじゃ
なく、今とこれからを“LIVE＝生きてきた
い”と。そう確信して、次にライヴアルバム

『MOJA MOJA LIVE COLLECTION 
VOL.2』（2017 年発表）を出し、生活にお
いて一番大切なのは人間関係だというこ
とを 3 つの“L”から気づいて、18 年のア
ルバムを『人間関係』にしたんです。今回は
その次になります」
ーなぜ、ネガティブさも感じる“光失え
どその先へ”というイメージが降りてきた
んですか？

「構築された豊かな人間関係と生活は、
いずれ絶対になくなると思ったんですよ。

宰、レーベル運営など、本当にマルチで
すね。

「本当はひとつのことで飯を食えるのが
一番いいんですけどね（笑）。“旅するシン
ガーソングライター”と言われているの
も、レコード会社をクビになって給料がも
らえなくなったので師匠のリクオさんに
くっついて全国を旅していたら、いつの間
にか自分もツアーを回るようになったか
らで。地方に大事な人がたくさんできて、
気づけば年間 200 本ほどのライヴをや
るようになったんですね。レコードレーベ
ルを作ったのもレコード会社に入りたいと
言っていた今のマネージャーと出会って、
どうせなら自分たちでレーベルを作った
ほうがいいと、直接行動する考えに至った

楽しい時間はいつか終わるけど、その現
実に人はなかなか向き合わない。光が強
ければ強いほど、影は生まれるんです。
そこから逃げたくないと思ったら、次に
来るのは“LOST”じゃないかと。結局は
失うことになるけど、俺はその先の“光＝
LIGHT”を求めたい。気持ちを楽に、“軽く
＝LIGHT”。その 3 つの“L”から“光失え
どその先へ”というタイトルが生まれたん
です。そうこうするうちにコロナ禍になっ
て…本当に世の中のほとんどが“LOST”
されてしまった。その中でどうやっていけ
ばいいのかをすごく考えて書いた曲が、
11 曲目の「LIFE GOES ON」なんです」
ー歌詞は世の中に訴えたいことが自然
に湧いてくる感じですか？

「そう。自分の想いのままの言葉がね。「光
失えどその先へ」なら“逃げることも選択
肢のひとつだよ”と。先に光があるんだっ
たら今は逃げることが正しいので、“戦
え！”じゃなく“ESCAPE”と叫びたかっ
たんです。「エビデンスステイホームレガ
シー 2020 ～ 2021」もそういう作り
方をしていたら、日々イライラしてること
が全部出てきたんです。サビだって《他
人の話はちゃんと聞いとけ／自分の欲望
はちょいと置いとけ》とか《新しい価値大
事にしとけ／何かが終わるまでは黙っと
け》と言っといて、そのすぐあとには《も
ういいわ どーでもいいわ／ってゆーな 
ゆーな ほんま コロナか？》と歌ってるか
ら“どっちやねん！”ってなるじゃないです
か。何も言ってないんですよ、このサビ。
面白くないですか？（笑）」
ー大柴さんは大阪出身だそうですが、
大阪の人ってズバズバ言いたいことを
言ってても、最後は“知らんけど”で締め
るって言いますよね（笑）。

「あははは。ほんま“知らんけど”ですよ！　結
局、俺が言いたいことの本音は“ほんま寂
しいぞ”と“ほんま会いたいぞ”のふた言
だけ。部屋飲み、飽きたよなと（笑）」
ーそして、アルバムラストは《明日には
明日の風が吹くから／後悔するな 進め 
進め》とポジティブなメッセージを伝える

「LIFE GOES ON」で締め括られるわけ
ですが。

だけなんです」
ー気がつけば、すごくシンプルな発想に
立ち返っていたと。

「そうそう。やっぱり自分たちの責任でや
れるのが一番いい。自分の言葉に責任が
取れますからね。レコード会社からお給
料をもらってた時は、それをすっかり忘れ
ちゃってた。自分が何を世の中に言いたい
のかを思い出したら、二本の足でちゃんと
立ってようやく一人前になれたし、どんど
ん原点に戻ってこられた。結局、遠回りが
一番の近道だったのかなと思いますね」
ーそんな精力的な活動を長く続けられ
るモチベーションはどこから？

「常に最新型の自分でありたいからですか
ね。初期衝動をずっと感じていられるから、

「それは僕がそう言ってもらいたい言葉
なんですよ。真っ暗な中、クソボロになっ
て、それでも光を探しながら歌ってる俺。
こんなアホみたいな人生なのに、それで
も人生は美しいと思いたい俺って何や
ろう？…みたいなね。俺が主催している

『SSW』というフェスも昨年は恒例の大
阪野外音楽堂から無観客配信で実現しま
したけど、こんな状況下で何を歌ったらい
いのかが分からなくて、開催を迷ってた
んです。でも、この曲ができたことで、俺
の伝えたいこと、大柴広己が大柴広己に
歌ってやりたい曲はこれだと、ステージに
立つ勇気が出ました」
ー本作には昨年 2 月に新宿で行なわれ
た弾き語りワンマンを音源化したライヴ
アルバム『THE PREVIOUS WORLD』
が急遽ダウンロード封入さたという。

「このライヴは旧世界…コロナ禍前にやっ
た最後のワンマンなんです。そして、アル
バム『光失えどその先へ』はコロナ禍以降
の新世界を歌っている。そのふたつの世
界をここでちゃんとつなぎ止めるピース
が必要だと思ったんです。“旧世界はこう
だったけど、ここからはこういくよ”という
自分の姿を、今こそ両方残しておきたかっ
た。ライヴ盤なので「さよならミッドナイ
ト」などの代表曲も入っていますしね。“大
柴広己って何者？”という方にも、ぜひ聴
いてもらえたら嬉しいですね」

取材：阿部美香

“旅するシンガーソングライター”として全国のライヴハウスを回りながら、もじゃ名義でボカロ P とし
て、またフェスの主催、楽曲提供などマルチに活躍する大柴広己が、まさに現在地を表明する 2nd フルアル
バム『光失えどその先へ』を届けてくれた。コロナ禍にこそ生まれ落ちた意味を示す本作を、彼のヒストリー
とともに紐解く。

新世界と旧世界、ふたつの世界を
ちゃんとつなぎ止めるピースがあるべき

『光失えどその先へ』

このインタビューの全文を公開中！！▶

今月のお題：『今、気になっている人』
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ー本誌初登場ということで、他己紹介
をお願いします。
AMY：ユニットリーダーの JAN はいつ
も準備万端で、仕事も常に一生懸命取り
組む頑張り屋さんですね。もし私たちを
三姉妹に例えたら、彼女は間違いなく長
女です。
JAN：COLEEN はあどけないキュート
なルックスとは裏腹に、とても大人びた女
の子です。実際の年齢よりもずっとしっか
りしているし、仕事に関してはとてもプロ
フェッショナルで意識が高くて、私は彼女
の仕事に優先順位をつけられる才能をと
ても尊敬しています。
COLEEN：AMY はとても才能にあふ

この３人でユニットを組むと聞かされた
時、どんなことを思いました ?
COLEEN：ハッピーでワクワクしたのは
もちろんだけど、同時にとても驚きまし
た。MNL48 にとって初のサブユニットで
すからね。
JAN：私は AMY や COLEEN とまった
く違う性格だから、彼女たちと同じグルー
プになったことにとても驚きました。アク
ティブでハイパーな性格のふたりと異な
り、私は内向的な性格だから、正直言って
少し不安だったんです。“この３人でうまく
いくのかな？”って。
COLEEN：確かに、性格は三人三様です
からね（笑）。
JAN：そう。それが Baby Blue の持ち味
だと分かったので、今はすごくハッピーで
す！（笑）
ーこれまで Baby Blueとしてリリース
してきた楽曲はいずれも本格的な R&B、
ヒップホップ、EDM の要素がふんだんに
盛り込まれたものですが、デビューするに
あたってグループの方向性についてどん
な話し合いがされたのですか ?
JAN：Baby Blue には“インターナショ
ナルマーケットに売り出していけるグルー
プにしたい”という明確なビジョンがある
んです。なので、日本やフィリピンはもち
ろん、アジア各国に進出していきたいと
考えています。
COLEEN：音楽的な方向性については、
私たち３人のキャラクターを反映したも
のにしていこうと。さまざまなタイプの楽
曲をやることが許されるのは、さっき言っ
たみたいに３人の性格がバラバラだから
なんだと思いますね（笑）。
ー2020 年９月にシングル「Sweet 
Talking Sugar」でデビューした時は、す
でに世界的なパンデミックの真っ只中で
したよね。逆に言えば、平時での活動を行
なっていないので、これまでどんなことを
考えながら活動を続けてきたのか気にな
るのですが。
COLEEN：活動が制限され、ミーティン

れるヴォーカリストで、素晴らしい歌声を
持っています。性格はちょっとシャイだけ
ど、ファニーな部分も持ち合わせている
魅力的な女の子ですね。
ーそんな Baby Blue は MNL48 の
サブユニットとして誕生したわけですが、
それぞれどんな経緯で MNL48 のオー
ディションを受けることになったのでしょ
うか ?
JAN：私はいろいろな J-POP グループ
のファンだったから、MNL48 のオーディ
ションがあると聞いて絶対に受けたいと
思ったんです。日本にも行きたかったし。
ただ、その夢はまだ実現していないんで
すけど。

グは今回のようにリモートだし、リハーサ
ルも自由にできないし、ファンを前にして
パフォーマンスすることすらできないって
いう。あらゆることがリモートやバーチャ
ルに置き換わって、確かに厳しい部分は
あったけど、そこはうまくこなしてきたと
思います。
AMY：うん。バーチャルであってもリアル
であっても、“心を込めて歌う”ということ
に変わりはないですからね。
JAN：心の底から想いを込めて歌うこと
は、自分の限界に挑戦するということでも
ありましたね。だからこそ、その想いがみ
んなに伝わったんだと思います。もしパン
デミックがなかったら、ここまでのものは
できなかったかもしれない…とまで思え
るので。
COLEEN：そうだよね。いつか生のス
テージを披露できるようになったら日本に
行きたいですね。
AMY：本当に早く日本に行って、みんなに
生で私たちのパフォーマンスを観てもら
いたいし、ファンのみんなと交流したい !
JAN：うんうん。どんなことでも良い面と
悪い面があるというか、パンデミックだか
らこそできたことや発見もあるけど、“音
楽を届けたい”という想いはどちらでも一
緒だから。なので、どんな時もポジティブ
でいられるように意識を高く持ってます !
ー分かりました。そして、配信リリースさ
れた3rd シングル「Stuck On You」で
すが、本格的な R&B サウンドの「Sweet 
Talking Sugar」やヒップホップ色あふれ
る 2nd シングル「NEGASTAR」（2021
年11月配信）とは打って変わってメロウな
ラブソングですね。
JAN：これは３人全員の意見が一致して
いると思うけど、これまでで一番のお気に
入りの曲ですね！
COLEEN：うん。歌っていると恋してい
る気持ちになれるんです。ティーンエイ
ジャーの子たちは特に分かってくれるん
じゃないかな ?　
JAN：実際に恋人がいなくても聴いてい

COLEEN：私は JAN とは違って J-POP
グループには詳しくなかったし、自分がア
イドルという仕事に就くなんて想像もし
てませんでした。でも、実際に始めてみた
らとても楽しくて !　今は全てにおいてベ
ストを尽くしてます。
AMY：私が MNL48 のオーディション
を受けたのは、新しいことに挑戦してみ
たかったからです。R&B やヒップホップ
ばかり聴いていたから、自分にとっては
まったく未知でフレッシュなジャンルだっ
た J-POP を体験してみたいと思ったん
です。　
ーなるほど。2020 年９月に Baby 
Blue として活動を開始したわけですが、

るだけで、恋をしている気持ちになれる
曲ですね。
AMY：ただ、この曲は３人の声をうまくブ
レンドさせるのが、これまでで一番大変で
した。
COLEEN：ハーモニーをうまく聴かせる
のがとても難しくて。あと、ラップパートを
AMY が担当したのですが、そこは特に
しっかりと聴いてほしいです !
ーそんな「Stuck On You」をワン
ワードで表現するとしたら？
COLEEN：“inspired（触発された）”かな?
JAN：私は曲名にもある通り、“stuck（夢
中になる）”ですね。丸一日ずっと聴いてら
れるので。あるいは“favorite（お気に入
り）”かな ?
AMY：私は“Love”！　恋愛感情を肌で感
じられる曲なので。
ーでは、最後にBaby Blueとして目指
している目標は ?
COLEEN：グループとしての目標は、可
能な限り多くの人を元気にすることです！
AMY：目標は音楽シーンのトップに登り
詰めることです！　もちろん世界中の。
JAN：世界中の誰もが私たちのことを
知ってくれるようになるまで頑張ります！

取材：金澤隆志

©HHE

AKB48グループとして、今やフィリピンで国民的人気を誇るまでに成長した MNL48。そこから抜擢を受
けて誕生したのがトリオユニットのBaby Blueだ。3rdシングル「Stuck On You」を配信リリースした 3
人に、フィリピンとリモートでつないで話を訊いた。

「Stuck On You」

このインタビューの全文を公開中！！▶

■ AMY…中丸雄一
「彼はアイドルである同時に、バラエティー番組の司会者としても才能を発揮し
ているので。いつか彼と一緒にテレビ番組の司会をやってみたいと思ってます！」

■ JAN…BLACKPINK、アリアナ・グランデ、ビリー・アイリッシュ
「あ〜、ひとりには絞れない…。BLACKPINK、アリアナ・グランデ、ビリー・
アイリッシュかな ?　特にビリーの「bad guy」はお気に入りです！」

今月のお題：『今、気になっている人』

■ COLEEN…BLACKPINK
「特にジェニーとリサかな ?　４人全員好きだけど、ダンスと歌唱力が別格なこのふたりは、私にとってかなり特別な存在です。心から尊敬してます。15 歳の
頃からずっとファンです！」

L → R　AMY、JAN、COLEEN

バーチャルであってもリアルであっても、
“心を込めて歌う”ということに変わりはない
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ーメジャーデビューして約 10 カ月が
経ちますが、グループとしてはどんな変
化、成長を感じていますか ?
高井：バンドサウンドが中心というのが
B.O.L.T の大きな特徴でもあり、毎回豪
華なバンドのみなさんに曲を作ってもら
えているのが嬉しいです。そのバンドサウ
ンドの中でも、さまざまな曲調があること
を B.O.L.T の活動を通して学びました。
今は年下組（青山と白浜）ががっつり踊っ
て、私とるんぱん（内藤の愛称）がフリー
スタイルで踊るという新しいパフォーマ
ンススタイルに挑戦しているんですけど、
いろんな曲調があるので、みんなで踊る
部分があったりとか、曲ごとの魅せ方がで
きるんじゃないかと思っています。でも、
がっつり踊る組とフリースタイル組がい
るというのも珍しいので、それが B.O.L.T
の大きな長所だと思ってもらえるように、

だなって思いました。歌詞を読み解いて
いくと、“ひとりの行動が周りに影響を与
えて世界が変わっていく”と受け取れたり
して素敵だなって。《想像一つで世界は
変わる》とか《運命もカラフル》とかは人
生を色に例えたりしていますし、《命の水
は／あなたのスマイル》というフレーズ
は“お花は水がないと生きていけないけ
ど、人も笑顔がないと生きていけないか
ら、あなたの笑顔が必要なんだよ”って、
聴いてくれる人に向けてのメッセージが
全て素敵なんです !
青山：《風になる 新しい／時代のエネル
ギー感じて》というブロックの最後の《笑っ
て　YEAH》は♪ YEAH ～って伸ばすん
ですけど、すごく歌っていて気持ち良いん
ですよ。レコーディングでもみなさんへの
想いを込めて笑顔で歌っていたので、それ
が伝わるといいなと思っています。
白浜：私もなのちゃん（青山の愛称）と同
じところが好きです !　私はメンバーの
自然な笑顔が好きで、みんなと自撮りす
る時も笑わせて撮ったりしてるので、すご
く共感できるなって（笑）。《涙が降りそそ
ぐ》っていう言葉が入ってるんですけど、
前後をつなげて読んでみると“悲しいこと
があっても笑って！”みたいな意味だと分
かってグッときちゃいます。
ー歌声にもしっかりと感情が込められ
ていますね。
内藤：この曲を作ってくださった Special
Thanks の Misaki さんの仮歌を聴い
た時、すごく温かみがあって素敵だなって
思ったんです。作った方がこういう感じで
歌っているんだったら、それがベストだと
思ったので、私のソロパートや２番の頭の
ところとかは、ヴォイストレーニングの先

ライヴでもしっかりと観せていけたらいい
なという気持ちはありますね。
内藤：楽曲に関しては、いつも素敵な曲を
いただけて嬉しく思っています。女の子の
グループだと可愛らしい曲が多かったりし
ますけど、B.O.L.T の楽曲は等身大では
ありながらも“本当にこの４人が歌ってる
の？”みたいな曲が多いんです（笑）。曲
をいただいた時も、仮歌が女性の方じゃな
くて、バンドのヴォーカルの方が歌ってる
男性の歌声で届いたりして、そういうのっ
て前のユニットの時にはなかったので。レ
コーディングでは自分たちの楽曲として
歌いこなせるように食らいつこうという気
持ちで臨んでいます。
ー青山さんと白浜さんはこの春、中学
生になったというのも大きな変化だと思
いますが。
青山：はい。“小学生でこれができるのは

生とも話し合って 100 パーセントじゃな
く、あえて 80 パーセントぐらいの力で歌
うことにしました。これまでの B.O.L.T の
曲では 100 パーセント出してる感じでし
たけど、ちょっと力を抜くことで雰囲気を
出して、明るい曲だけどチルな歌い方にこ
だわってみました。
ーそして、カップリング曲 の「OUR 
COLOR」は「スマイルフラワー」とはまた
違ったタイプの楽曲で。
高井：エモい曲です（笑）。この曲のエモさ
を出すには、私たちの歌にかかっていると
最初に聴いた時に思ったので、最初は“難
しそうだな。歌えるかな？”っていう不安
がありました。でも、曲を作っていただい
た SonoSheet の渡辺裕貴さんにレコー
ディングに立ち会っていただいたんです
けど、“いいね～”ってたくさん言ってもら
えて自信がつきましたし、“この曲、好きで
す！”という気持ちを歌で渡辺さんに伝え
たいと思って歌いました。
白浜：「スマイルフラワー」もキーが高かっ
たんですけど、この曲はさらに高くて。今
はなんとか歌えるようになりましたが、最
初は頑張って出るか出ないかぐらいの感
じでした。高い声が出るように、無意識の
うちに膝を使って歌っていたら、“すごく膝
を使っていて、お腹から声を出してるね”っ
て言われたので、この歌い方で良かった
んだって気づきました。サビの部分のコー
ラスも担当しているんですけど、そこもか
なり高くて。でも、そこがエモエモポイント
なので、レコーディングでは真っ直ぐ伸ば
すイメージで歌いました。ライヴでもこれ
を歌う機会が増えると思うから、そんなエ
モエモポイントを聴いてほしいと思います

（笑）。

すごいね”と言われたことが、“中学生だか
らこれもできるよね”っていう感じになる
と思うんです。なので、私も意識を変える
ようにして、逆に“中学生なのにこんなこ
ともできるの !?”って言われるぐらいのパ
フォーマンスを魅せられるようになること
が今の目標のひとつです。
白浜：私も少し意識が変わりました。頑張
ることはもちろんですけど、ただ頑張るだ
けじゃなくて、どんなふうに頑張ればいい
のかを考えるようになったり、るなちゃん
とちぃちゃん（高井千帆の愛称）が踊って
いるフリースタイルを家で映像を観て勉
強したり、もっといろんな感じで踊れるよ
うになりたいと思っています。
ーそんな中、ニューシングル「スマイル
フラワー」が完成しましたが、最初に楽曲
を聴いた時の印象は ?
高井：ポジティブになれるワードが多い曲

青山：私も声が出るかどうか不安でしたけ
ど、“自信を持って堂々と歌ってみて”と言っ
てもらったら出たんです。気持ちって大事
だなってことが学べたレコーディングでし
たし、最後に渡辺さんに“エモいね～”って
言ってもらえたのがすごく嬉しかったの
で、ライヴでもエモく歌いたいです !
内藤：みんなが言ってるように、私もレ
コーディングでこんなに緊張するのは久
しぶり！っていうぐらい緊張しました。レ
コーディングでは私がトップバッターだっ
たから、余計に緊張しちゃって（笑）。でも

“どんどん後半に向けて良くなってきた
よ”って言ってもらえました。緊張していた
ことが分かっていたみたいです（笑）。

取材：田中隆信

昨年 7 月にメジャーデビューしたアイドルグループ、B.O.L.T が 2nd シングル「スマイルフラワー」をリ
リース！　SpecialThanks の Misaki が作詞作曲をした今作は、今のご時世にぴったりのポジティブな
メッセージが込められている。

ひとりの行動が周りに影響を与えて世界が変わっていく

「スマイルフラワー」

このインタビューの全文を公開中！！▶

今月のお題：『今、気になっている人』

【通常盤】（CD）
KICM-2086
￥1,200 （税込）

L → R　白浜あや、高井千帆、内藤るな、青山菜花

■内藤るな…プリンス
「お母さんが昔大好きだったようで、“聴いてみな”とか“映画も観てみな”っ
て勧められてハマりました。『スーパーボウル』のハーフタイムショーのパ
フォーマンスだったり、MV もめちゃくちゃカッコ良くて！　カラフルで可
愛いところもあるし。でも、どこか聴き覚えがあるんですよ。きっとお母さん
が家でかけてたからだと思うんですけど、この年齢になって改めて聴くと良
さが分かるというか。今、すごく気になってるので、ずっと聴いてます」

■高井千帆…SHISHAMO
「まだまだ練習中なのですが、私、ドラムを習ってるんですね。基礎を学ぶこと
も大事なんですけど、自分の好きなバンドの曲で練習すると気持ちが入るか
らいいって先生に教えてもらったので、いわゆる課題曲以外で練習したのが
SHISHAMO さんの曲なんです。あと、特徴的なところではあるんですけど、
歌の面でも勉強になってますね。ただ、まだライヴに行ったことがないんです
よ。コロナ禍が収まったら、ライヴに行って、グッズを買って、タオルを首に巻
いて、イェー！ってやりたいです（笑）」

■青山菜花…Offi  cial髭男dismと BLACKPINK
「ふた組あるんですけど、ひと組は Offi  cial 髭男 dism さん。カッコ良い楽曲
から楽しい楽曲まで揃っていて、最初に好きになったバンドなんです。誕生日
にお姉ちゃんから CD をプレゼントしてもらったという思い出も詰まってま
す。で、もうひと組が BLACKPINK さん。すごく可愛い人たちなのに踊ると
めっちゃカッコ良くて、“私もカッコ良く踊りたい！”という憧れもあって気
になっています」

■白浜あや…BLACKPINK
「B.O.L.T に入る前に、ダンスを習っていたところで課題としてやってたの
が BLACKPINK さんの「BOOMBAYAH」という曲で。その時にすごくカッ
コ良い曲だなと思ったし、勉強のために YouTube で動画を観たりしてたん
ですけど、ダンスがキレキレで表現力がすごくて！　もちろん憧れもあるし、

「BOOMBAYAH」を何回も何回も聴いてたという思い出がありますね。今、
K-POPにハマってるのもあって、またBLACKPINKさんが気になってます」
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Digital Single　
4/19 Release

じゅり：「BPM」は TikTok でバズっていた
のをドラマを作っている方に見つけてい
ただいて、“この曲をドラマで使わせてもら
えませんか？”というお話をいただいたん
です。だから、「BPM」は書き下ろしではな
くて、一年以上前に作った曲なんですよ。
もともとは私が帰り道で坂道を下ってい
る時に、サビのメロディーと歌詞が出てき
て、それを膨らませてメロディーと歌詞を
考えて、ピアノでコードをつけてかたちに
したんですけど、ちょっと可愛いすぎる気
がしたんです。でも、みんなに投げたらバ
ンドっぽいものに仕上げてくれたので、“私
はこれがしたかった！”と思いました（笑）。
苑：「BPM」は今回改めて録り直したんで
すけど、私はちゃんとしたレコーディング
をするのは、実はこの曲が初めてだった
んで、何日も前からめっちゃ緊張して“大
丈夫かな？”とずっと言ってました（笑）。
全員：言ってたね（笑）。
苑：なので、OK テイクが録れた時は本当
にホッとしました（笑）。「BPM」のドラムは
メリハリを大事にしていて…この曲はドラ
ム始まりなんで、そこは“来るぞ、来るぞ、
来るぞ！”という感じから一気に炸裂する
というイメージでした。
yuzu：ベースも抑揚を意識してフレー
ズを考えました。私もちゃんとしたレコー
ディングは初めてだったんですけど、私は
ワクワクしてましたね。ベース録りの時も
弾いていたらめっちゃ楽しくなっちゃって、

「BPM」はすごく楽しい曲なので、“この気
持ちが伝われ！”と思いながら弾きました。
AMI：「BPM」は“キラッと感”をギターで
出せたらいいなというのがありましたね。
レコーディングにフェンダー・ジャズマス
ターとギブソンの ES-339 を持参して、
イメージをかたちにするにはどっちのギ
ターがいいかめっちゃ悩んだんですけど、
そういうことも楽しかったです。両方とも

弾いてみて、この曲は疾走感とか勢いを
大事にしたほうがいいと思ったので、バッ
キングはソリッドな音がするジャズマスで
ギョイッ！とやりました（笑）。で、ギターソ
ロは艶がある音が合うと思って、セミアコ
の 339 を使うことにしたんです。
じゅり：私は A メロとかは夏の気怠い感じ
をイメージして歌いました。夏の湿っぽさ
みたいなものを歌で感じ取ってもらえると
いいなと思ったので。でも、サビは弾ける感
じで歌って、女の子のキュンキュンしてい
る心を表現しています。だから、ちょっと二
重人格っぽい歌になっていますね。
ー20 歳前後の女性はそういう側面を
持っていることが多いので、歌い分けがリ
アリティーを生んでいます。「最強★ピー
ス」と「BPM」は she9 の魅力が詰まった
ものに仕上がっているし、このタイミング
で she9 に初めて触れる人が多いことは
間違いないだけに、今後が楽しみです。
苑：今後の活動としては、今と変わらず元
気を届けられるような曲をやっていきたい
ですね。「最強★ピース」と「BPM」の他に
も何十曲とストックがあって、その中には
she9 の切なさを込めた曲もあるので、そ
ういうものも徐々に出していけたらいいな
と思っています。あと、ライヴができる状況
になったらガンガンやっていこうと思ってい
るので、ぜひライヴにも来てほしいです。
じゅり：自分たちの曲がドラマの主題歌に
なったり、配信されたりするようになって、
私はようやくスタートラインに立てたと感
じているんです。とにかく「最強★ピース」
と「BPM」をたくさんの人に聴いていた
だきたいですし、それ以外にも本当にいろ
んな曲があるので、どんどん届けていきた
いです。曲作りに関しては、やっぱり若いう
ちにしか書けない曲というのがあると思
うんです。背伸びしたり、取り繕ったりせず
に、リアルな自分たちが伝わる曲を書いて

いって、聴いてくださったみなさんと成長
したり、一緒に未来に向かって歩いて行け
るといいなと思っています。

取材：村上孝之

ーまず「最強★ピース」は TVドラマ
『結婚できないにはワケがある。』の主
題歌ですが、曲を作るにあたってドラマサ
イドから曲調や歌詞などの要望はありま
した ?
じゅり：なかったです。“お任せします”とい
うことだったので、ドラマの原作の漫画を
読ませていただいたんですね。そうしたら
個性が爆裂しているところが多かったので、

“全部曝け出していこうよ”という歌詞を
書こうと決めました。曲調に関してはコミ
カルな感じの作品だから“楽しい曲になる
といいね”という話をみんなでして、私が
それを持ち帰ってメロディーと歌詞を書
いて、ピアノでコードをつけたものを、メン
バーに投げてアレンジしてもらいました。
苑：じゅりが作ったデモを聴いた時、疾走
感だったり盛り上がる感じのリズムがいい
と思ったんです。なので、8 ビートじゃな
いと思っていろいろやってみた結果、4 つ

打ちでいくことにしました。
yuzu：ベースは最初にみんなで“こんな
感じかな？”と話し合った時から、こういう
ベースにしようというイメージがありまし
た。この曲は絶対にスラップを入れようと
思ったんです。なので、ベースのフレーズ
作りはスムーズでしたね。間奏はみんなワ
チャワチャしているので、私もスラップで
グイグイいく…みたいな（笑）。楽しい感じ
のベースにしたかったので、そういうもの
にはできたかなと思います。
AMI：昨年からずっとコロナ禍が続いてい
て、不安とか閉塞感とかに覆われた世の中
になっていますよね。そういう中でドラマ
の主題歌というお話をいただいて、私た
ちにできるのは she9の音楽でみんなに
楽しい気持ちになってもらうことだと思っ
たんです。なので、「最強★ピース」は本当
にワチャワチャやろうと思って取り組みま
した。ギターはどんどん重ねていったんで

す。それも“ここはギターを重ねると勢い
が増すな”と思ったところに入れていった
結果、ずっとフレーズが入っているみたい
なギターになったという（笑）。
じゅり：歌は悪戯っぽさみたいなものを出
したくて、ニヤニヤしながら歌った感じで
す。あと、B メロの《SA SA 最強　SA 
SA SA 最強 ★ピース》というところは
3 回歌うので、それぞれニュアンスを変え
たいと思って、違うキャラクターを演じる
感覚で歌いました。この曲は歌の表情に
命を懸けましたね。みんなと同じように私
もこの曲を歌うのは楽しかったです。
ー「最強★ピース」はみなさんが目指
した通り、聴くと明るい気持ちになります
し、2 分 31 秒というコンパクトなサイズ
でいながら凝縮感があるのも最高です。
続いて、「BPM」にいきましょう。この曲は

『結婚できないにはワケがある。』のエン
ディング曲なんですね。

2019 年に始動したニューフェイスでいながら、TV ドラマ『結婚できないにはワケがある。』の主題歌と
エンディング曲をオファーされた she9。大役を担う「最強★ピース」と「BPM」は等身大の感性を活かした
瑞々しさに加えて、“コンパクトかつ凝縮感のあるもの”という今のリスナーのニーズを突いていることも
見逃せない。そんな彼女たちの素顔に迫るべく、全員インタビューを行なった。

元気を届けられるような曲をやっていきたい

「最強★ピース（TV Ver.）」

このインタビューの全文を公開中！！▶

■なみだじゅり…妹尾ユウカ
「コラムニストの方で、かなり踏み込んだ…例えば恋愛の体験談や持論だった
りを書かれているんですけど、時折炎上しちゃうくらい強い言葉を使われる
んですよ。でも、そのコラムがものすごく面白くて。鋭いことを言っているの
に笑えちゃうんです」

■ AMI…ラフレクラン（現在は“コットン”に改名）
「私、お笑いが好きで、コロナ禍になる前はライヴによく行ってたりしたんです
ね。でも、彼らのことはそのあとに知ったので、まだライヴには行ったことがな
くて。Instagram とかで動画を結構出されてて、あるある系が多いんですよ。
例えば、男性ふたり組なんですけど、ひとりが女子高生の格好をして“こんな
子いたよね”っていうようなネタを投稿されてたり。“ちょっと、男子ぃ〜”みた
いな（笑）。ずっと気になってるんで、ライヴに行ってみたいです」

■ yuzu…蟹ちゃん
「食べ物の動画を観るのが好きなので、よく料理動画とかを観てるんですけ
ど、韓国の YouTuber で蟹ちゃんという方がいるんですね。ただご飯を食べ
てるだけの映像を投稿されているんですけど、すごく美味しそうに食べるん
ですよ！　旦那さんと一緒にやられてて、とても仲が良いので、“なんかいい
な〜”と思って観てます（笑）」

■苑…ブリアナ・ギガンテ
「YouTube とかをやられているニューハーフでショーガールの方なんです
けど、とにかくメイクが凄まじくて！　独特の世界観をお持ちだし、喋り方も
独特ですごく面白いんですよ。今、すごく気になってます」

今月のお題：『今、気になっている人』

Digital Single　
4/19 Release

「BPM（TV Ver.）」

Digital Single　
5/10 Release

「最強★ピース」

Digital Single
5/24 Release

「BPM」

L → R　苑（Dr）、AMI（Gu)、なみだじゅり（Vo）、yuzu（Ba）
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Single　5/5 Release
CAFFEINE BOMB RECORDS

CBO-9
￥5,500（税込）
※完全数量限定盤 
※『EPISODE Ⅱ』12inch
　レコード、トートバック、
　ステッカー 3 枚付
＊Dizzy Sunfi st
　ニューシングル
　「ANDY」SPECIAL SET
   取り扱い通販サイト

http://squidarmy.com

ー新作「ANDY」は前作『EPISODE II』
（2020 年 7 月発表の EP）のアナログ
盤、トートバッグ、ステッカー 3 枚を一緒に
パッケージした完全数量限定のスペシャ
ルセットというかたちでのリリースなんで
すね。
あやぺた：普段はサブスクで音楽を聴い
ている人たちにも CD を手に取ってもら
いたいと思ったんです。
いやま：そのための工夫です。
ーそれもあるのではないかと思ったの
ですが、リリース後のツアー『Looking for 

“ANDY” Tour 2021』のタイトルだった
り、「Cutie Honey (English Ver.)」のカ
バー以外のオリジナル 3 曲に込められた
テーマから考えると、Dizzy Sunfi st から
ファンに向けた特別なギフトという想いも
あったのでは ?
あやぺた：ギフトになるんかな？（笑）　今
回のシングルは明るい曲で始まって、楽
しく終わるっていうようなイメージがあっ
て、とにかくテンションがアガる曲を届け

で取っておいたんです。で、今回のシング
ルの曲を作る時に生き返らせたいという
か、ちゃんと自分が納得のいくかたちに作
りたいと思ったんです。そこで改めて、こ
の曲と向き合ったらパッとメロディーが出
てきたんですよ。
ーオケは変わっていないんですか ?
moAi：オケも構成もほぼ変わってないで
すね。
あやぺた：オケはその時からめっちゃめ
ちゃカッコ良かったんですよ。
moAi：『DREAMS NEVER END』から
今作までの間に 2nd シングルの「STRO
NGER」（2019 年 6 月 発 表）と 1st 
EP の『EPISODE II』をリリースしてて、
実は毎回「Andy」のプリプロをしてたん
です。その都度、メロディーを変えてやっ
てみたんですけど、今回やっとかたちにな
りました。
あやぺた：みんなは“いいんちゃう？”って
毎回言ってくれたんですけど、自分的には

“ん～、これでいいんかな？”っていうの
がずっとあって、“このメロディーでは出し
たくないな”って思ってたから、やっとみん
なに聴いてほしいと思えるメロディーが
降りてきてくれて。
ー待った甲斐がありましたね。
いやま：これまでのメロディーも良かった
と思うんですよ。でも、確かに今回、やっ
とハマった感がありました。すごくキャッ
チーになったと思います。
ー2 曲目の「Inspire」は現金強奪バト
ルゲーム『A.I.M.$』の水樹奈々さんが声
優を担当するキャラクターで、ありしあの
テーマソングだそうですね。
あやぺた：『EPISODE II』のレコーディン
グの時に録ってあって、もともとあった曲
だったんですけど、ゲームのお話をいた
だいた時、“あっ、この曲ならぴったりや ！”
と思いました。

たかったんです。
ー表題曲の「Andy」をはじめ、今回はど
の曲も友情がテーマになっているじゃな
いですか。それはどんなところから出てき
たものなのですか ?
あやぺた：今も友達にすぐ会えない状況
が続いているけど、そういう時に支えてく
れるのは、やっぱり友達というか。逆に、“う
ちらが友達としてできることって何やろ
う？”って考えることも多かったんですよ。
ー会えない友達や、支えてくれた友達
の中には Dizzy Sunfi st のファンも含ま
れているわけですしね。
あやぺた：うん。それはもちろん !
moAi：それともうひとつ、コロナ禍以降、
ワンマンツアーを回ってきたんですけど、
その中で、それまで同年代のバンドと当た
り前にやってきた対バンの良さに改めて
気づかされたっていうこともありますね。
ワンマンのライヴも面白いんですけど、先
輩や後輩も含め、友達のバンドの存在って
ありがたいって思ったんです。

ー「Andy」から一転、ハードでヘヴィな
印象のある曲ですね。
あやぺた：moAi がスタジオに持ってき
たリフから作ったんです。リフを聴いた
時、“めっちゃカッコ良い！”って。ライヴで
やったら絶対にテンションがアガると思っ
たから、リフに負けないメロディーを作り
ました。
ーDizzy Sunfist のシングルと言え
ば、カバーはもはや恒例ですが、今回の

「Cutie Honey (English Ver.)」はどん
なところからの選曲だったのですか ?
あやぺた：レーベルの社長の提案です（笑）。
moAi：何の脈略もなかったですね（笑）。
で、“やりましょう！”ってなったんですけ
ど、どうしても世代的に倖田來未さんっぽ
い曲になっちゃって、自分らしさを出すの
はムズいってなり、オリジナルのアニメの
バージョンを Dizzy Sunfi stらしくリメイ
クしようってことになったんです。ギター
ソロもオリジナルのホーンのソロの音符
をしっかりなぞっているんですよ。なの
で、アレンジしていて面白かったです。
ー4曲目の「Gimme Gimme Pizza!」
はトランペットも鳴るスカパンクナンバー
で、こういう楽しい曲も Dizzy Sunfist
の作品には欠かせませんね。
あやぺた：ただただピザが食べたいって
曲なんですけどね（笑）。
ーそうなんですか ?　歌詞を聴いてい
ると、それだけじゃないように思えるので
すが。
あやぺた：そうですね。ピザが食べたいし、
みんなと遊びたいけど、今ってそういう機
会が減っているじゃないですか。
ーやはりそこが大事なわけですね。そ
んな 4 曲が収録された今回のシングルで
すが、どんな作品になったという手応えが
ありますか ?
あやぺた：聴いてくれた人を笑顔にできる

いやま：5 月から始まる今回のシングル
のツアーは対バンを迎えてやるんです
よ。もちろん予定通りにできればですけ
ど。ツアーをやりながら、友達とか関係者
とかに会える歓びを実感しそうだなって、
今、moAi の話を聞きながら楽しみになっ
てきました（笑）。
ーそんな今回のシングルですが、それ
ぞれに違う魅力を持った 4 曲が収録さ
れています。まず表題曲の「Andy」はい
ろいろな曲を作った中から選んだので
すか ?　
あやぺた：そうです。他にも候補曲があっ
て“シングルの表題曲はどれにする？”っ
てすごく悩んだんですけど、「Andy」が一
番 Dizzy Sunfi stっぽいっていうことで。
実は 18 年 1 月にリリースした 2nd フ
ルアルバム『DREAMS NEVER END』
のレコーディングのプリプロの時からあっ
た曲なんですよ。その時はメロディーが
全然違ってて、メロディーがしっくりこな
いからという理由でレコーディングしない

と思ってます。これを聴いてライヴに来て
もらえれば、もっと笑顔になってもらえる
と思います。
いやま：1 曲目と最後の曲がすごく明る
い曲になったので、こんな不安が続くご時
世ですけど、これを聴いて元気になってく
れる人がひとりでも、ふたりでもいたらと
思ってます。
moAi：原点回帰までとは言わないまで
も、自分の中の Dizzy Sunfi st 節という
か、“Dizzy Sunfistってこうなんじゃな
いの？”っていうのが出せたという気持ち
があります。ずっと聴き続けてきてくれた
人はもちろん、ちょっと離れちゃった人、こ
れから聴いてくれる人みんなに届けたい
と思えるシングルになりました。

取材：山口智男

大阪生まれ、ハイスタ育ち。コロナ禍においても歩みを止めることがなかった Dizzy Sunfist からシング
ル「ANDY」 SPECIAL SET が届いた。メロディックパンクをアップデートした表題曲をはじめ、それぞれ
に違う魅力を持った計４曲には、聴いた人に笑顔になってもらいたいという想いが込められているという。

“Dizzy Sunfi stってこうなんじゃないの？”っていうのが出せた

「ANDY」 SPECIAL SET

このインタビューの全文を公開中！！▶

■いやま…Pictured Resort
「先日、大滝詠一さんのサブスクが解禁になったじゃないですか。シティポッ
プっていうか、ああいうジャンルをやっている現役の若いバンドを探してた
ら、誰かがコメント欄に“Pictured Resort がいいよ”と書き込んでるのを見
つけて、実際に聴いてみたらすごく好きになって。シティポップだけじゃな
く、いろんな要素を持ってるし、オススメですね。調べてみたら大阪のバンド
みたいだったんで、共通の知り合いがいたら会ってみたいなぁと思ってます」

■ moAi…サツマカワ RPG
「最初は YouTube で“面白いな〜”と思って観てて、そこから単独ライヴに
も行くようになったんですね。で、調べたら同い年だったんですよ。大喜利が
得意だし、場の空気を作るのもうまいし、すごい頭が柔らかいんです。音楽を
やってる人で同年代だと刺激になることがあるんですけど、独創的なお笑い
を作る人が同い年にいるってことが、ここ一年間で一番の衝撃でしたね。テ
レビのゴールデンタイムとかに出てると“あっ、頑張ってるな”と思うし。今、
ずっと気になってます」

今月のお題：『今、気になっている人』

■あやぺた…GIRLI　 
「外国人のラッパーの女の子で、髪も眉毛もピンクなんですよ。好きなブランドの Instagram を通して知ったんで、最初は容姿から入ったんですけど、彼女の
曲を聴いたらすごく良くて！　自分で曲も作って歌ってて、むちゃくちゃカッコ良くて可愛い最強の子なんです。お洒落やし、服もピンクで…ピンクをまっと
うしてるんですよ。同じピンクの髪の者として“負けたなぁ”って思いました（笑）。みんなに彼女のことを知ってもらいたいですね」

L → R　moAi（Dr＆Cho）、あやぺた（Vo＆Gu）、いやま（Ba＆Cho）
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Album　5/19 Release
Sony Music
Associated Records 

【初回生産限定盤】
（CD+Blu-ray）
AICL-4053
￥5,280（税込）

【通常盤】（CD）
AICL-4055
￥3,080（税込）

■朝日…Louie Zong
「知り合いの方がディスクレビューを書いてたのをきっかけに知ったんです
けど、ギタリストで音楽をやってて、絵も描いている多彩な方なんです。例え
ば音楽講座の動画も投稿してるんですけど、アニメーションも自分で作って
いて、いいな〜と思っていつも見てます」

■藤田…夢咲刻夜
「主にゲームの配信をしている方で、TRPG っていうロールプレイングをし
ながら進めていくゲームのプレイがめちゃくちゃうまかったんです。刻夜さ
んがやってる他のロールプレイングも気になるんですけど、一本の動画で 5
時間くらいあるから、それを観るために時間を作りたいです」

■カズマ・タケイ…アンジャッシュ 児嶋一哉
「今まで詳しく知らなかったんですけど、昨年から始められた YouTube を観
始めて、すごく人柄が魅力的な方なんだなって。内容よりも児島さん目当てで
観ていて、何をやっても楽しくて、周りの人にも愛されているし、“何でこんな
に素敵なんだろう？”って思ってます」

■中村郁香…『Among Us』の配信者
「人狼系ゲーム『Among Us』を配信してる方たちが、『Among Us』がなくなった
ら次に何を配信していくのかが気になってます。グループでやっていくのか、個人
のゲームに戻るのかな？　みなさん他の人に分かりやすくするまでゲームのこ
とを突き詰めているから、たぶん次のことも考えてると思うので知りたいです」

ー昨年 1 月にリリースされたメジャー
デビューアルバムのタイトルは“ZOO!!”
でしたが、今作『FREAK』のジャケットに
は動物園にもいないような生き物が描か
れていますね。
もっさ：こいつが頭の中に出てきたんです

（笑）。“FREAK”という言葉より、ネクライ
トーキーとして生まれたというか。まず、バ
ンドをひとつのキャラクターみたいにした
くて、もともとネクライトーキーのロゴに目
がデザインされているので、ひとつ目の子
がいいかなと。バンドってひとつの核があっ
て、それにペタペタといろんなものがくっ
ついて、まったく知らないかたちになってい
くと思うんです。ネクライトーキーも変な人
たちが集まってできたものだから、キメラみ
たいなものを想像して産まれ落ちました。
ー今のネクライトーキーは 5 人の気持

ルバム『MEMORIES』（2019 年 7 月発
表）では僕が石風呂名義で作った曲をカ
バーするという、出来上がっている曲をみ
んなで崩していく作業をやって、それがあっ
たのちに『ZOO!!』で一緒に編曲をやってい
くことが増えていきました。それでも最初
のイメージをPCで作ることがあったんで
すけど、『FREAK』では俺のギターと鼻歌
をスタジオで聴いてもらって作ってます。
ー昨今はコロナ禍の影響もあって PC
やネットを使ってアルバムを作るアーティ
ストも多いですが、『FREAK』はコロナ禍
以前からのバンドの流れで、逆にアナログ
化していったと。以前から“朝日さんは石
風呂の曲を誰かに歌ってほしかったのか
な？”と感じたり、ネクライトーキーの結
成時は“朝日さんのバンド”というイメー
ジも強かったので、今のお話はすごく大き
な変化に思えます。
朝日：誰かに歌ってもらいたいとは思って
いました。石風呂としてひとりで作ってい
た曲を自分で歌う気持ちにはなれなくて、
単純に自分が持ってない声が欲しいとい
うのが始まりですね。それからもっさの声
を知って、ライヴを観てカッコ良いバンド
マンだなと思って…きっかけこそ声だっ
たんですけど、ネクライトーキーをやって
いくうちに、みんな面白いくらいに言うこ
とを聞かないけど、“これがバンドだ”って
思ったんですよね。だから、もう全部壊し
てもいいから手綱を手放そうと。
中村：放し飼い？
タケイ：諦め？
ーあははは。放し飼いはちょっと近いか
もしれませんね（笑）。
朝日：“もう俺の知らないところで暴れても
らおう”みたいな感じです。そこでちゃんと
やり合うのがバンドなんだって思えたし、
すでにネクライトーキーがそうなっていて、

“こういうバンドが一番好きだ”って気づ

ちが重なって、ひとつの生物のようなバン
ドになっている？
もっさ：そうですね。個々の意思がぶつか
り合って固まっている、ちょっと歪なもの
みたいな。そういう得体の知れない気持
ちをジャケットにしたかったんです。
ー今作の楽曲にも少し似たような印象
がありました。ネクライトーキーが今まで
積み重ねてきたものを感じられる音楽に
なっていて、個々のパートの音が際立った
歪さもあります。
藤田：今作は朝日のリフから作ることが多
かったんです。バンド人生も長いので、以前
はそういう作り方をすることのほうが多かっ
たんですけど、ネクライトーキーではあまり
なかったので、みんなで“いっせーの！”で鳴
らして作り上げていくのが新鮮でしたね。
朝日：ネクライトーキーを始めてからは

L → R　中村郁香（Key）、もっさ（Vo＆Gu）、藤田（Ba）、朝日（Gu）、カズマ・タケイ（Dr）

きました。結成時は中心にいたのが自分な
ので、最初は“こういうヴォーカリストがい
て、こういうアレンジで、こんなライヴをし
て～”って細かく考えてたんですけど、今は
何も考えてないです（笑）。メンバーが面白
くて、みんな俺の知らない音楽をやってる
から、その中でギターを弾けるだけで楽し
い。メンバーに負けないくらい面白い曲を
作って、面白いギターを弾きたいです。
ーネクライトーキーっていつも怒ってた
り、嘆いていたり、“今”の気持ちが表現され
ている印象だったんですけど、『FREAK』
ではやさしさが滲み出ているように感じ
たのが新鮮でした。今までのことを思い
ながら、今だからこそできる表現で感情を
表しているというか。
朝日：本当は怒っていたいですけどね（笑）。
でも、前作の『ZOO!!』で最後のほうにで
きた「朝焼けの中で」の歌詞を書いた時に、

“もっとこういう気持ちで歌詞を書きた
い”って思ったんですよ。怒ったり嘆いたり
する曲は結構書いたけど、せっかくひとつ
の曲に対して 3 分くらいかけてポエムを
詰め込むんだから、ひと言で説明できるこ
とを 3 分に引き延ばすんじゃなくて、ひと
言では説明できないことを歌詞にしてい
きたいと思うようになりましたね。「朝焼け
の中で」は自分の中でちゃんと名前がつい
てない気持ちを歌詞にしているので、怒る
前に“なぜそうなったんだろう？”ってこと
にも向き合いたいなと。分かんないです
けど、今作はそこから始めようと思ってた
かもしれないです。
藤田：歌詞って楽曲を作る中で最後にで
きることが多くて、“そんな歌詞が乗るん
だ !?”って意外に思う時もあるんですけ
ど、「大事なことは大事にできたら」はアレ
ンジの時から何となくこういう歌詞がきそ
うって想像しながら作ったので、気持ちの
変化は感じていたし、そこに寄せることも

PC を開いて作曲している時間が長かっ
たんですけど、今回はそれをやめて、改め
て和声とメロディーで曲を作ろうと思った
んです。だから、新鮮というよりか、遡って
るんですよね。ネクライトーキーで曲を作
る時にギターと鼻歌だけで始めることを
すっ飛ばしたので、逆にそこに戻り、やって
こなかったことをちゃんとやろうと。
タケイ：今までは僕以外のメンバーが関西
に住んでいて、コンスタントに集まれる環
境ではなかったのもあり、朝日が PC で
作った曲をもとにするのはやりやすさもあ
りました。でも、仕方なくそうしていた部
分もあるのかな？
朝日：1st アルバム『ONE!』（2018 年 12
月発表）では、あえて“俺はこういうバンドが
いい”っていうのをはっきり示すためにやっ
てたところもありますね。そのあと、ミニア

できた気がします。
ー今までの時間を愛おしく思うような
アルバムですね。
朝日：作れて良かったって思ってます。
タケイ：僕も同じ気持ちで、プレイヤーとし
て新しい気づきだったり、トライしてみた
こともいくつかあって、出しきった満足感
もありつつ、もっと考えたら良くなりそう
な部分もあったので今後が楽しみです。
藤田：今までやってこなかったアレンジや
表現をやって、この範囲まで踏み込んでも
ネクライトーキーでいられるんだったら、
次はもっといろんなことをしたいですね。
中村：私も満足っていう気持ちがありま
す。それに、こういう不思議なアルバムが
作れたのは、私生活では友達にならない
ような人とバンドを組めたからなのかなっ
て。悪い意味じゃなく、音楽をやってたから
こそ出会えたっていうことで（笑）。5 人の
個性を見たり混ぜたりできて、面白いアル
バムになったと思います。
もっさ：よりバンドらしくなったので、逆に
これが一歩目かもしれないです。このスタ
ンスで作る 2 枚目も楽しみですね。

取材：千々和香苗

今まで主流だった楽曲のイメージをPCで作る方法ではなく、朝日（Gu）のギターと鼻歌から作ることが多かっ
たという3rd アルバム『FREAK』。そんな楽曲制作の原点に立ち返って完成させた本作は、よりアグレッシブ
なサウンドに振りきりつつ、これまでのバンドの歩みも感じられる一枚となっている。

ネクライトーキーをやっていくうちに“これがバンドだ”と思った

『FREAK』

このインタビューの全文を公開中！！▶

今月のお題：『今、気になっている人』

■もっさ…井上 銘
「ジャズギタリストの方で、めっちゃ気になってます。ギターを紹介する試奏動画を観たんですけど、もう呼吸が乱れるくらいにすごくて…それまでジャズギ
タリストの方をあまり知らなかったので、“こんなに自由に弾けるんだ！”って初めてズッキュンときました（笑）」



Album　5/19 Release
NAKAYOSHI RECORDS

【初回限定盤】
（CD+DVD+エムカード）
NKYR-1001
￥5,500（税込）

【通常盤】（CD）
NKYR-003
￥2,500（税込）

■鈴姫みさこ…ファイルーズあい
「『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズの第 6 部『ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャ
ン』で、主人公の空条徐倫役を演じられた声優さんなんですけど、特別配信で“この役
が決まって嬉しい”と泣いてらして。お父さまがエジプト人で、エジプトの学校に通って
いた時期があったから、帰国して日本の学校に馴染めなかった時に『ジョジョ』に出会っ
て人生が救われたそうなんです。『ヒプノシスマイク』にも邪答院仄仄役で参加されて
て、その時の悪役っぷりも素晴らしかったので、ずっと気になってる声優さんです」

■恋汐りんご…兎田ぺこら
「しおがバンもん！に入る前からオリジナル曲を作ってくださっている IOSYS の
まろんさんを Twitter でフォローしているんですけど、最近タイムラインにバー
チャル YouTuber の話がたくさん流れてくるようになって知りました（笑）。兎田
ぺこらさんはビジュアルがすごく可愛くてしおの好みです♡　水色の髪を三つ編
みにしてて、ニンジンが刺さってるんですよ。最初の自己紹介動画では恥ずかしが
り屋さんだったのに、途中から全然恥ずかしがらなくなって元気で可愛い、いじら
れキャラになったとこも可愛いです」

■ななせぐみ…以前住んでいた家の管理人さん、近所のビルの清掃員さん
「もう引っ越してしまったんですけど、前に住んでいた家の管理人だったおじさ
んと仲が良くて、たまに“元気かな？”って気になってます。あと、隣のビルの清
掃員だったおばさんとも仲良くさせてもらって、“俺たちはぐみちゃんのファン
クラブだから”って言ってくれてたんですけど、今も続いてるのかなって（笑）」

■望月みゆ…ゆっくり不動産
「『バンもん！チャンネル』を始めてから YouTube で関連動画を観るように
なって、最近は空き物件を内見していく『ゆっくり不動産』が気になってます。
語りの人が機械的な声なんですけど、九州の言葉を使っていて、私も九州出身
なので同じ方面の人かなと思いつつ、毎回変わった物件が出てくるから、よく
お風呂に入りながらずっと観ちゃってます」

■甘夏ゆず…加藤清史郎
「ももはいつも推しちゃんがいて幸せそうだから羨ましかったんですけど、私
は探しても見つからなくて…そしたら最近、加藤清史郎くんにビビッときたん
です！　以前は CM で子供店長をやってたけど、今は大人になってて、テレビ
に出ているのをたまたま観かけたら、観れば観るほど可愛くて！　“これが推
しへの第一歩の感情なのか!?”と思いました。まだ確信が持ててないけど、いつ
か清史郎くんが写真集を出してサイン会をすることがあったら行きたいです」

■大桃子サンライズ…矢花 黎（7 MEN 侍）
「7 MEN 侍はアイドルだけどバンドをやってて、全編楽器の演奏による曲も
あれば、全員で歌う曲もあるので、バンもん！と構成が似てるんです。私が好
きな矢花くんは現役音大生で、ファンにフレーズの弾き方を教える動画もあ
るし、音楽に対するこだわりが強いから自分たちの楽曲のことも真剣に考え
ていて、尊敬してます。いつか『関ジャム 完全燃 SHOW』で 7 MEN 侍とバン
もん！が同じ回に紹介してもらえたらいいなって思ってます」

ーバンもん！初のベストアルバムはど
んな流れでリリースが決まったんですか？
みさこ：昨年デビュー8周年を迎えて、“末
広がり”というテーマでツアーや音源製作
とか、いろんなことをやろうと思っていた
んですけど、コロナ禍の影響で思うように
レコーディングができなかったので、この
タイミングでベストアルバムを作ることに
決めました。今作をきっかけにもっとたく
さんの人にバンもん！を聴いてもらいた
くて、初めて触れる人にオススメできる“こ
れぞ、バンもん！”という曲とか、“これを聴
くとバンもん！が気になるでしょ？”という
曲を揃えたいと思ったんです。それを一番
分かっているのはファンのみなさんなの
で、楽曲を投票してもらいました。
ーファンのみなさんとの深い絆を感じ
ます。バンもん！らしさとクオリティーの
高さを併せ持った良質な楽曲が揃ってい
ることも注目ですね。
みさこ：音楽面は普段からすごくこだわっ
ていて、好きじゃない曲は絶対に出したく
ないと思っているんです。もちろん聴いて
くださる方のことを考えたり、誰かに届け
るということを考えて楽曲を作っていた
だいたり、私は歌詞を書かせてもらってい

かったと思うのは「6 RESPECT」です。
それぞれのキャラが濃くて、各々のベク
トルで好きなことをやっているメンバーの

“他己紹介ソング”なんですけど、実はも
うひとつ“たこ”が隠れているんですよ。
みさこ：えっ、どこ？
恋汐：サビに“多幸感”がありまる！（笑）
全員：おぉ～！（拍手）
恋汐：歌詞をみーちゃん（みさこの愛称）が
書いてくれたんですけど、“楽しもうよ！”と
か“愛し合おうよ！”というのを、サビでやか
ましくぶつけてくるみたいな（笑）。そうい
う感じがバンもん！らしいなと思って、しお
はこの曲が大好きなんです。
ぐみ：ぐみの推し曲は「君の笑顔で世界が
やばい」です。これは結構前の曲ですけど、
バンもん！はいつも同じメッセージを発信
していると思うんですよ。みんなも話して
くれたけど、押しつけがましい愛だったりと
か（笑）。“愛されなきゃダメ”というメッセー
ジだったり、ラブ＆ピースを「君の笑顔で
世界がやばい」の頃から歌っているんです
よね。昨年作った「ゴッドソング」も、ぐみの
中では「君の笑顔で世界がやばい II」みた
いな感覚があったんです。今作には変わり
ながらも変わらないバンもん！の姿が、詰
まっているんじゃないかなと思います。
みゆ：私は「レジェンドあいらぶゆー」です。
自主レーベルを立ち上げて、コロナ禍に
なり、その中で「6 RESPECT」とか「ゴッ
ドソング」をリリースして…その上で、バン
もん！が昨年10月に出したのがこの「レ
ジェンドあいらぶゆー」というふざけた曲で

（笑）。これは本当に“バカやろうぜ！”とみ
んなで話して作った曲で、バンもん！は遊

ますけど、自分たちがやりたいことをやっ
ていないと後悔すると思うんですよ。“こ
れは喜んでもらえるだろう”と思って作っ
たのにうまくいかなかったこともいっぱい
あるけど、自分たちが好きでやっているこ
とだったら納得できるので。
ーいいですね。そういうスタンスには
ロック／パンク系のバンドに通じるものを
感じます。
みさこ：私たちはかなりバンド感がありま
すね。バンもん！はプロデューサーがいな
くて、今のメンバーになる前からずっと“女
の子は好きなことをしている時が一番可
愛い。だから、その姿を見せる”というのが
根本のコンセプトとしてあるんです。それ
が、今までのアイドルからはみ出していて
も、ポストアイドルとして好きなことをやっ
ている時の一番輝いている姿を見せて、

“こんなに自由に生きていいんだよ”とい
うことを伝えたい。そういうスタンスなの
で、誰かに作り込まれたアイドルとは全然
違うし、バンドに近いと思います。
ー本当に好きなことを追求していて、な
おかつクオリティーが高いものを提示し
ているアーティストはアツい支持を得ます
しね。では、今作でのそれぞれの推し曲を

んでいる曲がいっぱいあるけど、そんな中
でもこれは抜群に遊びました。久しぶりに
お客さんの前でライヴをした時に初披露
できた曲だから、いろんな感情があるんで
すよね。バカな曲だけど、“やっとみんなの
前でライヴができたよ！”という嬉しい気持
ちが、ずっとこの曲には残っているんです。
ーみさこさんの推し曲はどれでしょう？
みさこ：個人的に“これを語らずして”とい
うのは「ショコラ・ラブ」です。他のアイド
ルさんや後輩ちゃんたちがカバーしてくだ
さっていて、大きめのアイドルイベントに
出させていただくと、バンもん！じゃないス
テージから聴こえてくるんですよ。独り歩
きしてくれるくらいの曲になってすごく嬉
しいし、ありがたいことだと思っています。
ーハッピーかつアッパーな曲が詰まっ
ていながらエモーショナルな曲も入って
いることは、このアルバムの大きな魅力に
なっています。さらに新曲「O（オー）」が収
録されていることも見逃せません。
みさこ：「O」はもともと 10 曲目に入っ
ている「White Youth」みたいな曲が欲
しいと話していたんです。ライヴでも盛
り上がって、心に響くような曲が。だから、

「White Youth」を作ってくださった奥
脇達也さんに曲をお願いして、歌詞は私
が書きました。歌詞のテーマは“ものすご
く巨大な愛”で…私は永遠とか諸行無常
ということを日々意識していて、いつか
必ず終わるものの中で変わらないものは
すごく輝いていると思うんですよ。一瞬し
か残らないものだからこそ美しいんだと。

「O」はそんな想いが詰まった曲です。
ー「O」も代表曲のひとつとして根づいて

教えていただけますか？
大桃子：私は1曲目の「ゴッドソング」です。
これはメンバーも本当に好きな曲で、今回
の投票でも 1 位だったんですよ。私たち
のテーマとして“いかに自分の人生を素晴
らしいものに創造していくか”というのが
あって、人類に対して肯定していくのがバ
ンもん！のあり方だと思っているんですけ
ど、「ゴッドソング」にはそれが全部詰まっ
ているんです。
ゆず：今のももの話にちょっと近いところ
があって、私の推し曲は「Q. 人生それでい
いのかい？」です。みさこが歌詞を書いて
くれていて、サビに《きみが愛して愛され
ないまま／生きていくなんて許さない》と
いう言葉があるんですね。私はそれも肯定
の気持ちにあふれた言葉だと思うんです。

“君の人生は君が主役だし、自由に生きて
いる君が愛されないまま生きていくなん
て許さない”ということをファンのみんな
にも伝えたいんですよね。“どん底から這
い上がってやる！”という泥臭さからだけで
はなく、あくまでもハッピーな中から生ま
れる言葉がすごくバンもん！らしくて、それ
をたくさんの人に届けていきたいです。
恋汐：しおがベストアルバムに入って良

いく予感がします。それぞれが強い想いを抱
いてバンもん！に取り組んでいることを改め
て感じるだけに、今後の活動も楽しみです。
みさこ：バンもん！はできる限り長く続け
ていって、純烈さんみたいになれるといい
なと思っています。アイドル的な存在であ
りながら、自分の人生やプライベートなと
ころも謳歌できるようなところに行きた
い。最近、みんなとそういう話をしている
んです。“アイドルだからしちゃいけない”
というようなことは取っ払っていきたいで
すね。それが誰かに夢や希望を与えること
になると思うから。これからもバンもん！
のメンバーみんなの幸せな姿をたくさん
お届けしたいと思います。

取材：村上孝之

バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHI（以下、バンもん！）初のベストアルバム『- バンもん！BEST- 極
仲良的世界』がリリースされた。華やかな楽曲や前向きな歌詞、固定概念を打ち砕く独自のアイドル像など、バ
ンもん！の魅力を満喫することができる。強い光を放つ彼女たちの最新の声をお届けしよう。

“こんなに自由に生きていいんだよ”ということを伝えたい

『-バンもん！BEST- 極仲良的世界』

このインタビューの全文を公開中！！▶

今月のお題：『今、気になっている人』

L → R　ななせぐみ、甘夏ゆず、恋汐りんご、鈴姫みさこ、望月みゆ、大桃子サンライズ
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