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【初回生産限定盤 A】
（CD+ ３Blu-ray）
BVCL-1240 〜 3
￥13,200（税込）

（CD+ ３DVD）
BVCL-1244 〜 7
￥13,200（税込）

【初回生産限定盤 B】
（2CD）
BVCL-1248 〜 9
￥6,600（税込）

【通常盤】
BVCL-1250
￥3,300（税込）

■ルーク篁参謀…クリス・フルーム
「クリス・フルーム氏というロードレーサーなのだが、彼は『ツール・ド・フ
ランス』で総合優勝を 4 度果たし、5 勝を目前に大きな事故に見舞われたん
だ。しかし、今年復帰を果たして、大会で 3 位を記録した。どんなに大きな障
害も乗り越えて、結果を残す彼はまさしくヒーローだと思うな」

■ジェイル大橋代官…イチロー
「俺は野球も好きで、特にイチロー氏は大好きだよ。彼は野球そのものが大好
きで、メジャーだろうが草野球だろうが関係ない。とにかく野球をとことん探
求し、野球をエンジョイする。音楽において、自分もそうありたいと思うし、と
てもシンパシーを感じるから尊敬もしている」

今月のお題：『あなたにとってのヒーローは？』

ー23 年振りとなる新譜大教典を作るに
あたって、コンセプトなどはありましたか？
参謀：最初は特になかった。一番最初は再
集結のたびに発布（リリース）してきた曲
をまとめて、それだと物足りないので新曲
も作ろうか…みたいな話だったんだ。そう
いうところから始まって、時が経つにつれ
てだんだん肉がついていって、いろんな
贅肉がついてきて、こういうことになった
という感じ（笑）。
代官：自分たちで掲げたテーマみたいな
ものはなかったけど、曲出しをザァーッと
やっていって集まった曲を聴いた時に、制

いいですね。
参謀：やっぱりね、何か針は刺してやりたい
という気持ちがあるんだ。楔は打っておき
たいというか。だから、最終的にはいいこ
とを言うにしても、その手前は刺しておき
たくて、「MIGHTY PUNCH LINE」もそ
ういう歌詞になっている。内容としては“い
ろんなことがあるけど、最後にオチがつけ
ばどうにかなる”“今が酷くてもオチがつく
まで頑張ろうぜ！”ということを歌ってい
る。
ー“こういう時代だからこそ明るく、前
向きにいこうぜ！”とストレートに歌うの
ではなく、参謀の悪魔柄が出ているのが
いいなと思います。
参謀：ただ単に“前を向け！”というメッ
セージを垂れ流すことには意味を感じな
いからな。そうやって自分なりのチャレン
ジや自分らしい歌詞を活かした「MIGHTY 
PUNCH LINE」をまず出したら、そのあと
に曲について“もっとアグレッシブに”と言わ
れて腹が立って（笑）。“うるせぇな。じゃあ、
メタルに寄せればいいんだろ？”と思って
出したのが「LOVE LETTER FROM A 
DEAD END」。でも、それは正解だったと
思う。うまく乗せられたわけだけど、「LOVE 
LETTER FROM A DEAD END」がかた
ちになった時に、“確かに聖飢魔 II と言えば
こうだよな”ということを感じたから。
ー「LOVE LETTER FROM A DEAD 
END」はメタリックなナンバーですが、現
代の音楽に相応しいスピード感が…
参謀：だよな！　この曲は俺の中では、若い
イメージがあるんだ。まだ若く頑張れてい
るんだから、もうちょっと褒めて…みたいな

（笑）。
代官：制作陣の注文どおりの曲という感じ
だよね。
参謀：そう。“うるさいなぁ”と思いながら手
のひらで転がされるという。
ー代官も自作曲について話していただ
けますか？
代官：普段は“レコーディングしましょう”と
いうことになると、“よっしゃ！”という気持
ちになって向かっていくんだけど、今はプ
ライベートで全然曲を作るような状況じゃ
ないんだ。時間がないし、マインドもまっ
たく切り替わらない。曲の練習とかはでき

作側からもっとアグレッシブにしてほしい
というオーダーが入ったんだ。もっとアグ
レッシブな曲が欲しいと。その結果、より
曲調の幅が広がったというのはあるね。
ーアグレッシブさが加わることで、

『BLOODIEST』は聖飢魔 II の歴史や個
性などを凝縮した大教典になったと感じ
ます。自作曲を作るにあたって意識したこ
となども教えてください。
参謀：俺は最初に「MIGHTY PUNCH 
LINE」を構成員（メンバー）たちに出した
んだが、自分が新曲を書く時に心がけて
いるのが、もちろんいいメロディーだと

るけど、自分の内側とじっくり向き合って
音楽を取り出すという作業はここ数年で
きていない。だから、今回の大教典の話が
出た時に、俺は“曲を作れるかな？”という
ところから始まった。それで、最初は自分
のストックの中から“これだな！”と閃いた
ものを１曲出して、もう１曲はなんとか
書き下ろしたよ。そこそこ激しくてポップ
さもあるという感じの曲だったんだけど、
時間がなくて、そんなに追い込んでいな
くて、“これくらいで分かるでしょう”という
デモを作ったら、やっぱり伝わらなかった。
それで、“もっとアグレッシブなやつを！”
というリクエストが制作陣からきた（笑）。
全員：（笑）。
代官：“アグレッシブなやつか…。全然そん
な気にならないんだけどな”と思っていた
よ。その後、大教典を発布するタイミング
が延びて、当初は魔暦 23（2021）年の
秋という話だったのが、魔暦 24（2022）
年の秋ということになったんだ。その間
ずっと曲作りを避けていたけど、制作陣
はずっと“アグレッシブなやつを！”と言っ
ていて、“忘れてねぇな…”って（笑）。それ
で、とにかく昼間はもう無理だから夜から
朝までの時間に集中してやって、なんとか

「RUN RUN RUN!」ができたんだよ。
ー「RUN RUN RUN!」はロックンロー
ルが香るハードチューンで、王道的なメタ
ルとはまた違った魅力を湛えています。
代官：王道的なメタルとかってカテゴライ
ズはどうでもよくて、俺はどの曲もロール
させてる。全部ロックンロールだよ。
ー『BLOODIEST』は作曲者それぞれ
の個性が顕著に出ることで楽曲がバラエ
ティーに富んでいて、なおかつ完成度が
高いというのは聖飢魔 II ならではです。
参謀：どの曲もそれぞれの個性が鬼出て
いて、面白い構成員が揃っていると思う
よ。ここにきて、こんなに聖飢魔 II らしい
ものが出せるのは幸せだと思う。
代官：『BLOODIEST』は作曲者が全部で
7 名いて、非常に個性の強い楽曲がひと
つにまとまっても違和感がないというの
は聖飢魔 II の面白いところであり、凄みだ
と思う。その中心には閣下の声と歌唱が
あって、リズムセクションもでかい。そのふ
たつがつなぎになって、いろんな世界をひ

か、いいリフだといったこともあるけど、
それにプラスアルファして、必ず自分なり
のチャレンジがないといけないと思って
いるんだ。「MIGHTY PUNCH LINE」の
リズムの感じとか、ドラムのリムショットか
ら入るあたりとかは、今までやったことが
なかったので、それがひとつのチャレンジ
だったというのはあるね。
ー「MIGHTY PUNCH LINE」は和
太鼓のようなドラムや狂騒感のあるネイ
ティブ感などが活かされていて、新たな
聖飢魔 II の魅力を味わえます。それに、シ
ニカルな視線でいながら前向きな歌詞も

とつにまとめ上げていると思う。
ー同感です。ライデン湯澤殿下が書か
れた「WHAT’S HAPPENING?」などは
予想を超える世界観ですが、聖飢魔 II と
して昇華されていますし。
参謀：彼が書く曲は、いつもすごい（笑）。
代官：でも、「WHAT’S HAPPENING?」
のギターアプローチはルークが持ち込ん
だアイディアだろう？
参謀：そう。シューゲイザー風のアレンジ
は、ちょっと俺が思いついたところがあっ
たからやらせてもらった。聖飢魔 II はそう
いうものを持ち込めるんだ。それに構成
員がちゃんと応えられるというところがす
ごくて、ミュージシャンとしての懐の深さ
をそれぞれが持っている。

取材：村上孝之

魔暦元年（1999 年）の解散以降初であるとともに 23 年振りとなる新大教典（アルバム）『BLOODIEST』。
幅広さと上質さを兼ね備えた楽曲群は実に魅力的だし、新たな顔を見せていることも見逃せない。そのポテ
ンシャルの高さに圧倒される意欲作について、ギタリストのルーク篁参謀とジェイル大橋代官に語ってい
ただきました。

こんなに聖飢魔 II らしいものが出せるのは幸せだと思う

このインタビューの全文を公開中！！▶

『BLOODIEST』
Album　9/21 Release
Ariola Japan

L → R　ルーク篁参謀（Gu）、ライデン湯澤殿下（Dr）、デーモン閣下（Vo）、ゼノン石川和尚（Ba）、ジェイル大橋代官（Gu）
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Pop’n’Roll Special Photo　聖菜

『MUSIC SUPPORTERS』　HERE　SWANKY DOGS　平岡優也　irienchy　Night Glory

Editor's Talk Session　『音楽シーンのために裏方ができること』

Editor's Note ＆ Listener's Voice ＆読者プレゼント

『Listener’s Voice 〜 Power To The Music 〜』

楽器人 × music UP's　SPECIAL FEATURE「俺の楽器・私の愛機」

『Key Person』　May'n
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聖飢魔 II

GLAY

オメでたい頭でなにより

MORRIE

DAIDA LAIDA

メトロノーム

The Soap Girls

ゆいにしお

ムーンライダーズ + 佐藤奈々子

GOD ＆ SIZUKU

高野麻里佳

ハコニワリリィ

白井悠介

牧野由依

内田雄馬

■ Interview music UP’s Q !  …『あなたにとってのヒーローは？』

内田雄馬聖飢魔 II
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ーまず確認したいのですが、TAKURO
さんから「Only One,Only You」がバン
ドに上がってきたのはいつ頃なのでしょ
うか ?　アルバム『FREEDOM ONLY』

（2021 年 10 月発表）のあとですか ?
「TAKURO が作っているもので僕らが知
らないものはいくらでもあって、『FREED
OM ONLY』で 10 年振りに開花した曲
もあったりしたから、いつ頃にできたもの
かは分からないんだけど、メッセージを見
る限り、今年の 2 月以降なのかなとは思
いますね」
ー具体的に言えば、ロシアのウクライ
ナ侵攻が始まった辺りですかね。

「その頃ですね。『FREEDOM ONLY』の
ツアー（『GLAY ARENA TOUR 2021-
2022 "FREEDOM ONLY"』）が終わっ
たあと、いろんなお話があったのですぐに

制作作業に入ったんですけど、その中の
一曲でした。カップリングの「クロムノワー
ル」は決め打ちでテレビ東京系『WBS 
ワールドビジネスサテライト』の曲として
書いていて、「Only One,Only You」は
そのあとで作ったのかな ?」
ーその時は 60 作目のシングル表題作
になることは決まっていたんですか ?

「そういうことになるだろうなという感じ
だったと思います」
ーHISASHI さんのファーストインプ
レッションはどうでしたか ?

「『FREEDOM ONLY』も TAKURO の
メッセージと世界観で綴られていました
し、GLAY の中ではこういう時期なんだ
ろうと。そこで言うと、TAKURO の好き
なように自由な感じで進めたほうがいい
と思ったんですよ。バンド内も“言いたい

こと、溜め込んでいることを全部、もうど
んどん言ってください”みたいな雰囲気
ではあって、「クロムノワール」と「Only 
One,Only You」は同一線上に並んでい
ましたね」
ー第一印象でリーダーが今かたちにし
たいものが詰まった曲だと分かったわけ
ですね。

「そうです。コロナ禍ということもあったと
思うんですけど、TAKUROはメンバーに
早めに意図が伝わるように、最初から具体
的な言葉を用意していましたね。“『007』”
であったり、“Adele”であったり、そういう
キーワードがあって。「HOWEVER」（19
97年8 月発表のシングル）の時もそうで
したね」
ーイメージを早めにメンバー内で共有
するため、リーダーから具体的なキーワー

去る 7 月 30 日と 31 日、幕張メッセにて FC 発足 25 周年記念ライヴツアー『GLAY LIVE TOUR 2022 
～ We ♡ Happy Swing ～ Vol.3 Presented by HAPPY SWING 25th Anniv.』を成功させたことも
記憶に新しい GLAY からニューシングル「Only One,Only You」がアライバル。表題曲では全世界を覆う
2022 年の空気に対して、彼らならではのメッセージで警鐘を鳴らしている。通算 60 作目という節目に相
応しい力作について、HISASHI（Gu）に訊いた。

今月のお題：『あなたにとってのヒーローは ?』

ドが挙げられたと。
「はい。なんかTAKUROは『007』がずっ
と好きで（笑）、彼の人生の中ではわりと
キャパシティー的に大きな位置を占めて
いると思いますね。だから、必然的にその
流れで“Adele”という方向性が出てきた
と思う」
ーちなみに TERU さん、JIRO さんの

「Only One,Only You」に対する最初
の反応はどうだったか覚えていますか ?

「どうだったんだろう ?　「クロムノワー
ル」と「Only One,Only You」は TAKUR
O と亀田誠治さんとのプロジェクトみ
たいな感じで進めていたので、いかに
TAKURO が持っている目標に近づける
かということを徹底して頑張っていたと思
うんですよね」
ー今言われたことも納得と言えば納得
で。これは私の感想ですが、「Only One,
Only You」のような TAKURO さんの
主張の強い楽曲はこれまでもアルバムに
必ず一曲はあったと思います。ただ、それ
がシングルになることはほとんどなかっ
たので、今回はちょっと新鮮な驚きがあり
ました。

「確かに。…分かりやすいというところで
言えば、2 曲目の「GALAXY」のほうが
表題曲なんだろうね。TAKURO は“果た
してシングルって何 ? ”というところにぶ
ち当たったと思うんですよ。だから、今回
は“今、GLAY はどういう方向へ向かって
いるのか ? ”という舵みたいなものになる
のかも」
ー今回のシングルの表題作についても
う一点。TAKURO さんの歌詞に対して
HISASHI さんが思うところを聞かせてく
ださい。

「フォーカスするポイントが TAKUROっ
ぽい感じはしましたね。誰しもが思ってい
ることだと思うんだけど、“これだけの情
報社会の中で、本当にこの戦争を正義だ
と思ってやっているんだろうか ? ”って。も
ちろん自分が置かれている環境の中では
正義なんだろうけど、その辺の憤りですか
ね。それを僕はどう考えても答えが出な
いもので。だって、こちらは正義だと思っ
ていても、生まれた環境と置かれた立場

を考えるとひと筋縄ではいかなくて。音楽
で平和になるとも思っていないし、戦争が
終わるとも思っていないけれど、小さな力
で少しでも未来の行く末、その角度が数
ミリでも変わってくれたらいいなという想
いでやっているのは、僕も TAKURO と
一緒ですね」
ー《Only We Can Dream A Dream》
というフレーズがありますが、個人的にこ
れはアーティストが言わなきゃいけないも
のだと思っていまして。HISASHI さんが
おっしゃったとおり、これを演奏したからと
言って、明日戦争が終わるわけではない。
でも、夢は見続けなくちゃいけないし、言い
続けなくちゃいけないと思うんです。

「そうですね。“音楽で変えられない”と
は言いましたけど、それが微力だったと
しても、世界は変わってきたと思うんで
すよ。The Beatles や The Rolling 
Stones、全てのアーティストの力によっ
て若者の気持ちは動いたと思うし、それ
を信じたいですよね」
ー「GALAXY」はビートアレンジと Co-
programmingに80KIDZというユニッ
トが参加されていますが、その経緯は ?
「「Into the Wild」（2020 年 8 月発表
のシングル「G4・2020」収 録 曲）のリ
ミックスで参加していただいたのが直接
的な最初の接点なんですけど、結構フェ
スとかでは一緒になっていて。もちろん
80KIDZ のことは知っていたし、リスペク
トもしていて、今回は非常にいい機会で
したね」
ー『FREEDOM ONLY』での Tomi 
Yo さんや Yow-Row さんの参加もそう
でしたけど、ここにきて GLAY はいろん
な方々とコラボレーションしていますね。
躊躇がないと言いますか。

「そうですね。「GALAXY」は『FREEDOM 
ONLY』の中に入っていたとしても、きっ
と 80KIDZ と一緒にやっていたと思う
んですよ。これもそんな自然な流れだし。

「GALAXY」に関してずっと言っていたの
は、この打ち込みサウンドをアリーナとか
スタジアムとか大きなところで聴かせたい
と。ギターも全然細かいことはやっていな
いですから。実際、海外の野外フェスを観

ても“圧倒的なロックの魅力、説得力ってあ
るんだな”と改めて感じるし、それを信じた
いと思ったんですよね。それには 80KIDZ
のポップな打ち込みの揺るがない説得力
が必要だった」
ー「WE ♡ HAPPY SWING」につい
てもうかがっておきましょう。まさに会場
にいるファンと一緒に盛り上がりたいとい
う想いが発揮されたナンバーですが、FC
結成 25 周年記念ツアーのお土産として
新曲を作って持っていくという行為自体
が GLAYらしいですよね。それぞれに手
癖を出した感じですか ?

「曲に関しては、TAKURO も何でも良
かったんだと思う（笑）。ある日、この曲の
音源のツーミックスが届いたわけなんで
すよ。「HAPPY SWING II」(「HAPPY 
SWING」は 1995 年 3 月発表のアルバ
ム『SPEED POP』に収録。また、GLAY
のオフィシャル FC の名称でもある ) と
いう想いで作っていて、仮タイトルもそう
だった」
ー今後も FC 限定ツアーで披露されて
いくナンバーなんでしょうね。

「幕張に絞って言うと、この曲はその日の
記念撮影みたいなものですよね。その瞬
間を切り抜いたという」

取材：帆苅智之

このインタビューの全文を公開中！！▶

今、GLAY はどういう方向へ向かっているのか？

【CD+Blu-ray 盤】
PCCN-00049
￥2,750（税込）

【CD+DVD 盤】
PCCN-00050
￥2,750（税込）

【CD Only 盤】
PCCN-00051
￥1,650（税込）

L → R　HISASHI（Gu）、JIRO（Ba）、TERU（Vo）、TAKURO（Gu）

■高田純次
「ヒーロー ?　もうそれはひとりしかいないですね。高田純次さんです !　生き様が軽やかじゃないですか。ご本人の努力もあると思う…まぁ、それは僕の想像
でしかないんですが、素敵な大人の佇まいだなと。一番最初は『天才・たけしの元気が出るテレビ !!』で観たのかな？　破天荒で、パンクで…今ってコンプライ
アンスがどうのって言われているからこそなのかもしれないけど、あのずっとふざけている感じに“あぁ、そういう生き方をしてぇな”って憧れますね（笑）」

「Only One,Only You」
Single　9/21 Release
LSG ／ PONY CANYON
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ーバリエーションに富んだ楽曲が揃っ
たと同時に、コロナ禍の影響も色濃く反
映されたアルバムになりましたね。
赤飯：うん。そんなにメッセージもなく、
ウェーイ ! みたいな 1 枚目（2019 年
1 月発表のアルバム『オメでたい頭でな
により1』）があり…今作の変化について
は周りに影響を受けて、時代にも心を動
かされていたんだなと（笑）。自分たちか
らメッセージを込めようと考えていたわ
けではないので。結果的にこうなって、“う
わっ!”となっちゃいました。
ー自分たちでも予想外だったと ?
赤飯：そうですね。出来上がったものを聴
いた時、“なんだ、このメッセージ性の強い
曲たちは !?”って。

324：今のご時世もあり、これを表現しな
いと今後ふざけられないなと。この気持
ちを消化しないことには前に進めない。
赤飯：嘘はつけないもんね。だって、この
状況下でつらくない奴なんておらんやろ
うし、うちらも普通に人間だったという。
ーこのタイミングで消化したかった気
持ちとは ?
赤飯：敗北感ですね。自分が一番弱いこと
に気づいて。それを上塗りする空元気も
なかったし、それをそのまま表現したらこ
うなりました。Red Hot Chili Peppers
の『CALIFORNICATION』が大好きな
んですけど、あの作品には切ない敗北感
が漂っていて、久しぶりに聴いたらドンピ
シャでハマっちゃって。

ー哀愁が漂う泣ける作品ですよね。
赤飯：そう!　それが自分の中にもあるか
ら、清々しく負けを認めて、そこからまた
構築しようと。
ー赤飯さんが感じた敗北感とは何に対
して ?
赤飯：時代、自分、メンバーに対してなど、
あらゆるものですね。ライヴが前のように
できなくなり、ライヴに特化した曲作りも
できないし。そこから自分が致命的に足り
ないところと向き合うようになって、いざ
曲作りに取りかかっても成果を上げられな
いから、そこで敗北感を感じたという。そ
れで元気な曲なんて書けるかいなって。
諦めて手放して、今作が完成しました。
ーその意味では過去作とは違う作品に

3rdアルバム『オメでたい頭でなにより3』は、こ
れまでのオメでたい頭でなによりとはひと味も
ふた味も違う作風になっている。結果的にメッ
セージ性の強い楽曲が並び、人間味にあふれた作
風がなんとも愛おしい。喜怒哀楽の全てを凝縮し
た今作について、赤飯（Vo）と324（Gu）に語って
もらった。

今月のお題：『あなたにとってのヒーローは ?』

なりましたね。
赤飯：１枚目はパッパラパーで、2 枚目

（2020 年 4 月発表のアルバム『 オメ
でたい頭でなにより2』）は少し真面目に
なったほうがいいんじゃないかって。そし
て、この 3 枚目では敗北感と言ってるぐら
いだから、全然トーンは違いますね。人間
臭くなっちゃいました。
324：3 枚目のほうがより真面目だし、曝
け出している感じはありますね。今は逆に
ふざけたくて、この作品のあとはどう楽し
めるかに前向きに取り組めそうだなと。
ーなるほど。今作では曲作りの方法も
変わりました ?
324：全然違いますね。いろんな人の手
を借りたり、mao はこれまで作詞作曲を
してこなかったけど、自分からやりたいと
手を挙げましたからね。ミト以外は作詞作
曲していますから（笑）。赤飯が思い悩ん
で曲ができなくなったので、周りが能動的
になりました。だから、“この曲はこの人が
主導権を握る”というのが明確になりまし
たね。今回はメンバーひとりひとりが深い
ところで主導権を握ったから、一曲一曲が
バラエティーに富んだんだと思います。
赤飯：自分が音楽的な主導権を握って制
作することに憧れていて、自分にはそうい
う器がないのに、それでもかたちにしたい
というビジョンばかりが膨らんでいました
からね。
ー楽曲単位でも話をうかがいたいので
すが、「超クソデカマックスビッグ主語」は
Slipknot のオマージュを入れつつ、今作
の中ではかなりラウドな曲調ですね。
324：ヘヴィな曲は好きですからね。この
曲があることでラウドロックの体裁は守ら
れているかなと。これは僕が 1 から 10
までやった曲で、デモは 2019 年頃に
あったものなんですよ。
ー歌詞はネット社会をチクリと刺し、息
苦しい世の中を皮肉した内容ですよね。
324：そうですね。それをファニーに届け
ようと。
赤飯：真っ直ぐ皮肉しているという意味で

は「すばらしい時代」もそうですね。このタイ
ミングだから出てきた曲だと思います。高
峰秀子さんの「銀座カンカン娘」を聴き、誰
かが書いたレビューを読んで、A メロの着
想を得ました。あの時代は焼け野原やった
けど、“ここからまた作っていけばいいじゃな
い !”という希望にあふれていて。今の時代
は物はあふれているけど、心が焼け野原に
なっていて、この状況は皮肉やなって。昔の
人が今の時代を見たら何て言うのかなと。
ーあと、「HAKUNA MATATA」はエ
レクトロ強めの新しい曲調ですね ?
赤飯：KSUKE（DJ ／ DANGER×DEER 
from コロナナモレモモ（マキシマム ザ 
ホルモン 2 号店））にお願いして作っても
らったんです。今までのうちらにはない世
界観で、すごく面白い曲になりました。ラ
イヴでぽにきんぐだむがホイッスルを吹
くんですけど、それもハマっているなと。
初見さんでも楽しめるし。
324：サウンドがめっちゃいいよね。俺
も打ち込みで作るけど、昨今のミクス
チャーバンドはガチのトラックメーカーが
いて…例えば Bring Me The Horizon
もキーボード奏者が加入してアリーナバ
ンドになりましたからね。この曲では俺た
ちに足りない部分を KSUKE くんが担っ
てくれました。
ー「プレシューズ」は赤飯さんが好きな
歌謡テイストが色濃く出ていますね。
赤飯：それもありつつ、めちゃめちゃスト
レートな J-POP ですね。歌詞の内容は
mao からお父さんへのお手紙という感じ
です。それを 324 がサポートして。これ
もうちらになかったテイストですね。
324：デモ自体は昔からあったけど、なか
なかハマらなかったんですよ。今回、mao
がこの曲で歌詞を書いてみたいと言い出
したから。
ー《そばにいることは当たり前じゃな
い》というフレーズはコロナ禍にも通じる
内容だなと。
赤飯：確かに。324 のアドバイスもあって
歌詞はまとまったと思う。

324：彼は初めての挑戦で拙い部分もあ
りましたからね。“そこは全部説明しなくて
いいよ”みたいな（笑）。
赤飯：その流れで言うと、「意味ない歌」は
シライシ紗トリさんにお手伝いしてもらっ
たんですよ。
324：そう !　アレンジだけではなく、作
詞に関しても助言をいただいたんです。
シライシさんは間口を広げて、キャッチー
にすることが得意なんですよ。最初は自
己の反省の曲で相手はいなかったけど、

“明確に相手がいて、その人に言ってあ
げる感じで書いたらどう?”と言われて挑
戦してみました。その結果、ラブソングに
なったんです。
ーこの曲のヴォーカルはすんなりと歌
えました ?
324：めっちゃ悩んでいました。ヤバかっ
たですね。
赤飯：そうね。300 テイクぐらい録って、
取っかかりを掴みました。
324：赤飯はエグいシャウトや女声で注
目されているところもあるけど、そうじゃ
なくて、素のストレートな声で歌ってほし
かったんですよ。
ー赤飯さんのリラックスした歌声がま
たいいですね。
赤飯：あぁ、それなら良かったです !

取材：荒金良介

このインタビューの全文を公開中！！▶

PCCA-06159
￥3,000（税込）

今のご時世もあり、
これを表現しないと今後ふざけられない 『オメでたい頭でなにより3』

Album　9/28 Release
PONY CANYON

■赤飯…おばあちゃん
「カッコ良いんですよ。御年 88 ですけど、LINE も使いこなしていて、スタン
プも送ってきてくれるんです。いつまでも元気であり続けたいという意欲に
満ちあふれているし、慈愛の精神がすごくて。元気だと散々言っていたんです
けど、そろそろ台所に立てなくなったって話を聞いたので、この取材が終わっ
たら会いに行って、肉じゃがを作ってきます。おばあちゃんにとってのヒー
ローになれたらいいんですけどね」

■ 324…おじいちゃん
「一代で林業の会社を興して、僕らの世代まで食っていけるくらいのシステ
ムを作って、地域にも還元したりしていて。早めに亡くなったんですけど、僻
地の町でも志を持って生きていた人なんですよ。俺の記憶の中ではめちゃく
ちゃ厳しくて、小さい頃に尻を叩かれたことしか覚えていないのですが、お
じいちゃんがやってきたことをあとから聞いたらすごくカッコ良いなと思
いました」

L → R　ぽにきんぐだむ（Gu&Vo）、324（Gu）、ミト充（Dr）、赤飯（Vo）、mao（Ba）
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【Regular Edition】（CD）
LHMH-2019
￥3,500（税込）

【Special Edition】
（CD+DVD+フォトブック）
LHMH-2020
￥10,780（税込）
※初回限定盤

■デビルマン
「“ヒーロー”という言葉を、僕は人生で一回も使ったことがないんですよ。その時代その時代で自分が好きな対象はありますけど、ヒーローに値するような人はい
ないです。でも、子供の頃、デビルマンは好きでしたね。漫画でもアニメでもヒーローは地球のために“悪”と戦っていて、子供ながらにそういうものが面白くなかっ
たのですが、デビルマンはデーモン一族の裏切り者で、人間の女の子を好きになってしまったから、その子のために悪魔と戦うんです。アニメの主題歌では“正義の
ヒーロー”って歌われていましたけど、すごくパーソナルな理由で戦っているんだから、子供ながら“全然正義のヒーローちゃうやん”と思っていました。そういった
ところに共感めいたものがありましたが、それを自分にとってのヒーローと言っていいのかどうか（笑）。“超強いて言えば”ということで、デビルマンですね」

今月のお題：『あなたにとってのヒーローは？』

ーDEAD END のセルフカバーアル
バムを作ろうと思われた、そのきっかけを
教えてください。

「DEAD END は10 年前の 2012 年 3
月に『DREAM DEMON ANALYZER』と
いうアルバムを出して、その後 3 年ほどラ
イヴをやっていたんですけど、2015 年に

編にわたって SUGIZO の好きにやっても
らって、SUGIZO 特有のディレイ、浮遊感
のある感じで、印象的なリフレインを弾いて
くれていますね。ソロもオリジナルを踏襲し
つつ、自分の味にまとめ上げられていて、非
常にリスペクトを感じるソロだと思います」
ー2 曲目「EMBRYO BURNING」は
大胆なアレンジが加わっていて。

「いきなり即興演奏から始まっています。
すごくシンプルな構成で、最初の思惑では
全曲「EMBRYO BURNING」的なアレン
ジでいこうという考えがありました。結果
的に、かなり多彩なアレンジになりました
が。重厚感というか、バンドでやっている原
曲とあまり聴き劣りしないのが面白いと
ころで。コード進行がちょっとスパニッシュ
なので、ガットギターでスパニッシュ的なフ
レーバーがあるところなどは、岡野さんが
ラテン音楽に精通しているからですね」
ーしかし、どんなふうにアレンジを変え
ても「EMBRYO BURNING」の持つ空
気感は変わりませんね。

「YOU ちゃんが作る曲はコード進行はと
てもシンプルで、そこで彼なりの独特の
ニュアンスやギターのリフなりメロディー
ラインを弾いて作り上げることが多いん
ですよ。別にアバンギャルドでもないし、
普通の曲とは言いませんけれども、まず
変なことはやっていない。基本がすごく明
確で、シンプルなラインがピシッとあるの
で、アレンジはいろいろな可能性があった
と思います。それをアレンジャーのおふた
りがどんなアレンジをしてくるのか楽しみ
でしたし、出来上がってくるものに対して、
新鮮な驚きが毎回ありました」
ーアルバムの最後を飾る「冥合」の原
曲は宇宙を感じる壮大なナンバーです
が、今回は本当に削ぎ落とされて、パーソ
ナルな感じを受けました。

「この曲は僕が DEAD END の全曲の中
で、ある意味一番思い入れがあるんです。
だから、どうしても入れたかった。2009 年
に 20 年振りに復活して、その年の 11
月に『METAMORPHOSIS』を出したん
ですが、「冥合」はそのアルバムの最後の

活動が止まっているんです。ちょうどその
時期から弾き語りライヴを始めて、自分の
ソロのレパートリーに加えて DEAD END
の曲も何曲か取り上げていまして。それ
ら昔の曲を今の自分の歌で歌い直した
いという想いは漠然とありましたね。仮に
DEAD END の曲をやるならば弾き語り

曲なんです。『GHOST OF ROMANCE』
（1987 年 9 月発表のアルバム）の最後
に「SONG OF A LUNATIC」という
壮大な曲が入っていまして、2009 年に

『METAMORPHOSIS』を作っている
時、僕は YOU ちゃんに“「SONG OF A 
LUNATIC パート2」みたいな曲を作って
くれない？”とリクエストをしたんですよ。
普段はそんなことをしないんですけど、そ
れでできたのがこれで。デモテープを聴い
た時から“すごい曲だな”と思いましたね。
曲自体が持っているパワーというか、ツボ
みたいなものがあって、そこが来たらダメ
ですね。そういうところってあるじゃない
ですか。“この曲のここが来たら、もう泣い
てしまう”みたいな（笑）。鳥肌が立つとか
ね。DEAD END の何曲かにそのような
ポイントがあって、「冥合」はある個所が来
ると、ものすごく震撼させられるんです。
持っていかれてしまう。曲もすごいんです
が、プレイも『METAMORPHOSIS』はド
ラムが MINATO（DEAD END の旧メン
バー・湊 雅史）で、あれは彼にしか叩けな
いと思います。「冥合」は潜在的な可能性
をものすごく秘めているので、機会があれ
ば挑んでみたいと考えていて、ソロのバン
ドで一回やりましたし、弾き語りでも何度
かやりました。今回はアレンジを頼んでみ
て、これはこれでより曲の純粋さを引き出
した感じに仕上がったと思います」
ーMORRIE さんの声も、まるで隣にい
るような体温を感じる印象でした。

「アコギもほとんど一本で朴訥とした感じ
で始まって、他の曲ではあまりやってない
んですが、サビとかも普通のストロークで
非常にシンプルな感じです。僕は基本的
に歌う時はある対象がいて、それをいろ
いろなフィルターを通しつつ、抽象的にま
とめ上げるので、あからさまな歌詞は書
かないんですけれども、その人に向かっ
て歌うことが多くて。この曲も明確に対象
がいるわけですが、そういう意味ではパー
ソナルで隣にいるみたいというのは、まさ
しくそんな感じかもしれません」
ー『Ballad D』という作品は MORRIE

的なものがいいと思っていました。そんな
中、2020 年 6 月 16 日にギタリストの足
立"YOU"祐二が亡くなってしまった。それ
が今回のアルバムを作った一番大きな動
機、直接的なきっかけですね。彼が亡くなっ
て DEAD END の新譜が出るというのは
考えられないし、そこで弾き語りでアルバ
ムを作ってみようと考え始めたんです」
ー完成した作品は完全な弾き語りでは
なく、アレンジがかなりバラエティーに富
んでいますね。

「最初はシンプルな弾き語りを考えていま
したが、実際にやるとなると、単純に面白く
ないなと思いましてね。だからと言って、バ
ンドアレンジで再現するのも違うし。それ
で、DEAD END の数々のアルバムをプロ
デュースしてもらった岡野ハジメさんに話
をしたんです。岡野さんは DEAD END に
対する理解が深く、さまざまなアイディア
で楽曲を面白いものにしてくれるだろうと。
その時に話したのは、とにかくバンドではな
く、基本はアコースティック。かと言って、ア
コギで弾き語り的なシンプルなものでもな
く…みたいな話を漠然としたら、岡野さん
が乗ってくれました。実際に作業に入ってか
らは、具体的なアレンジをギタリストの平田 
崇くんと森永浩之さん、岡野さんに任せて」
ー今作は物語が始まるようなドラマ
チックな名曲「SERAFINE」でスタートし
ますね。

「「SERAFINE」は『ZERO』（1989年 9 月
発売）というアルバムの最後に収められて
いて、当時から人気のある曲で…RYUICHI

（LUNA SEA）もカバーしてくれていま
したね。今回は SUGIZO（LUNA SEA、
X JAPAN）にエレクトリックギターでギ
ターソロを弾いてもらっているんです
け ど、2013 年 に DEAD END のトリ
ビュートアルバム『DEAD END Tribute 
-SONG OF LUNATICS-』が出た時も
彼は「SERAFINE」をやってくれていて、

「SERAFINE」と言えば、もう僕の頭の中
で SUGIZOのイメージがあるんです。全

孤高のカリスマアーティスト・MORRIE が完成させたアルバム『Ballad D』は、DEAD END の楽曲から
彼自身がセレクトした 12 曲をセルフカバー。2020 年に永眠した同バンドのギタリスト・足立 "YOU"
祐二に捧げる想いを込めたという今作は、シンプルな弾き語りをベースに多彩なアレンジが加わり、
DEAD END サウンドの新たな魅力と彼の深いヴォーカルを堪能できる一枚になった。

DEAD END に対するひとつの区切りでありレクイエム

このインタビューの全文を公開中！！▶

『Ballad D』
Album　9/7 Release
little HEARTS.Music

さんとってどんな意味を持つアルバムに
なったと思われますか？

「最初のほうで言いましたが、足立 "YOU"
祐二が亡くなったがゆえに踏みきって
作ったところがあるので、やはり僕の中で
DEAD END に対するひとつの区切りで
はありますよね。彼に対するレクイエムみ
たいな部分はすごくありますし。これは岡
野さんも言っておられましたけれど、録っ
ている間中、ずっと足立 "YOU" 祐二のこと

が念頭にあったし、作るにあたって何十年
か振りに DEAD END の全てのアルバム
を通して聴いたりしていると、どうしても
追憶的になるというか。ギターにしても、
あれだけのギタリストですから並大抵なプ
レイヤーは呼べないじゃないですか。もち
ろん岡野さんが最高のおふたりを呼んで
くれましたけれどね。SUGIZO にしても、
咲人（NIGHTMARE、SEESAW）にして
も、ヘザーにしても、足立さんに対するリ
スペクトは深いので。全てを含めて、何か
ひとつのけじめ的なものは作れたかなと
いう気はしますね」

取材：キャベトンコ
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【Deluxe Edition】（2CD）
WLKR-0066 〜 7
￥4,620（税込）

【通常盤】（CD）
WLKR-0068
￥3,300（税込）

■ NoB…坂本龍馬
「僕が一番カッコ良いと思って憧れた人は坂本龍馬。仮面ライダーなどのヒー
ローもののアニメとかも観ていましたけど、やっぱり坂本龍馬ですね。肝っ玉
のでかさというか、自分にないものばかり持っているから、それはもう必然的
に憧れますよ。MAKE-UP の時、坂本龍馬を題材に曲を書いたこともあるし

（笑）。中学生くらいの頃から好きで、『竜馬がゆく』は愛読書で…全 8 巻かな ?
　20 周くらい読んでいます」

■ KENTARO…高崎 晃（LOUDNESS）
「憧れも尊敬もあるし、“自分もああなりたい！”と人生で初めて思ったのが
高崎 晃さんで。小学 6 年生くらいの時…だから、ウルトラマンやガンダムと
LOUDNESS は一緒の括りなんですよ（笑）。中学に入ったらドラムを始める
つもりだったのに、『THUNDER IN THE EAST』（1985 年 1 月発表のアル
バム）のギターの音を聴いて“ギターをやる ! ”と思いましたから。“ギターを
弾きたい”よりも“この音を出したい ! ”って。それは今も変わらないですね」

■ MASAKI…千葉真一
「異常に千葉真一さんが好きなんですよ。『影の軍団』や『柳生一族の陰謀』…い
わゆる時代劇なんですけど、すごい好きだったんです。『キル · ビル』とかの出
演作品の DVD とかも持っているし。たまたまなんですが、僕の行きつけの焼
き鳥屋さんの店員たちが千葉さんが設立したジャパンアクションエンタープ
ライズ所属で、ANIMETAL の時に共演してもらったことがあるんですよ。そ
れぐらい好きです ! 」

■ JOE…ルフィ
「2002 年に DASEIN で『ONE PIECE』の映画の主題歌をやらせてもらっ
た時に初めて知って…それまで知らなかったんですけど、その時に読み始め
たらハマちゃって。仲間を大切に思うところだったり、絶体絶命になっても諦
めないでなんとかしてしまうところとか…普段はちゃらんぽらんで非常識だ
し、何を考えているのか分からないような感じなのに、戦いになるとダントツ
の強さを発揮するっていう。ルフィはまさにヒーローですね」

今月のお題：『あなたにとってのヒーローは ?』

ー『一閃』の制作に入る前、どんなこと
を考えていました ?
MASAKI：今回は明確なテーマがありま
した。ひとつは 10 周年ということと、もう
ひとつは KENTARO が加入して 5 年く
らいなんですね。KENTARO が入る前に
作ったアルバムが 3 枚ありまして、その中
には今でも演奏している曲があって。10
周年を飾るアルバムは、そんな今でもや
る昔の曲を KENTARO のギターに差し
替えたものと新曲というハイブリッド形態
にしたいという構想があったので、2 年前
くらいからギターを録り直していたんで
す。それに並行してそれぞれが新曲を作っ
ていって、それをひとつにまとめたのが今
回の『一閃』というアルバムです。

しまっている人が少なくないと思うんです
よ。でも、自分らしくあってほしい。「象牙色
の嘘」にはそういう想いが込められていて、

《調教師になりたい》というのは“嘘に惑わ
されずに真実を見極られる能力が欲しい”
ということを表しているんです。
ー確かに今は情報があふれている時代
なので、正しい情報を取捨選択することを
意識しないと危険だと思います。
NoB：そういう時代ですよね、残念なこと
ですけど。で、僕が『一閃』の中で特に気に
入っているのは「鳶色の月」です。今回初
めて KENTARO にバラードを書いてほし
いとお願いしたら、やっぱりギタリストにし
か作れない曲を書いてきてくれて、ものす
ごく新鮮だったんです。ガットギターから
始まって、激しくなって、そこから違う展開
になり、また静かになって終わるという構
成はギタリストならではという気がする。
展開が多くて、レコーディングは大変でし
たけど（笑）。
KENTARO：毎回 NoB さんがバラードを
書いて歌うというスタイルだったんですけ
ど、前回のアルバム（2020 年 8 月発表の

『綴』）を出したあとに、NoB さんに“次は
ケンちゃん（KENTARO の愛称）がバラー
ドを書いてみて”と言われたんです。普通に

“ザ · バラード”みたいなものだと違いが
あまり出ないと思ったので、どんどん展開
していくかたちにしました。ただ、長い曲に
なってしまうのは避けたかったから、自分
の中でいい具合にまとめたのが今のかた
ちなんです。「鳶色の月」は今まで自分が
作ったものとは違っていて新鮮だし、手応
えも感じていて、今回の中で印象的な一曲
を挙げるなら、僕もこの曲になりますね。
NoB：「鳶色の月」の歌詞はさっきも話し
たように、この曲は頭でガットギターがーでは、『一閃』に収録されている楽曲

の中で、それぞれ特に印象の強い曲を挙
げるとしたら ?
MASAKI：僕はMV曲にもなっている「象
牙色の嘘」になりますね。僕が今回のアル
バムに向けて最初に書いた曲で、まさに
DAIDA LAIDA 調な気がするんですよ。
ちょっと速めのテンポで、シンコペーショ
ンを効かせたビートで、しっかりしたメロ
ディーで、それぞれのソロもあって、テクニ
カルなユニゾンもあって…ということで。
A メロをスタイリッシュな感じにしたこと
や最後は Led Zeppelin みたいになって
フェードアウトしていく構成も含めて、僕
の中でイチオシ曲です。
ー「象牙色の嘘」の歌詞は“もっと強い

L → R　MASAKI（Ba）、KENTARO（Gu）、NoB（Vo）、JOE（Dr）

鳴っていて、あの音がなかったら、こういう
歌詞は書かなかったと思う。ガットギター
の音色を聴いていたら、古い言葉を使っ
た日本調の歌詞というのがパッと閃いた
んです。百人一首とかに多いじゃないです
か、遠く離れた人を思ったりするものが。
そういう雰囲気を出したいと思いながら
歌詞に取りかかったら、もうサラサラッと
一気に書けました。
ーJOE さんはいかかですか ?
JOE：気に入っている曲…「瑠璃色の空」
かな ?　1 曲目の SE からつながる実質
的なアルバムのオープニングに相応しい
力を持った曲だと思うから。この曲を一番
最初に聴いた時、最近の要素というか、ブ
ルータルな感じが取り入れられていると
思ったんですよ。その上でテクニカルな部
分だったり、DAIDA LAIDAらしさも含ま
れているので、この曲がイチオシですね。
KENTARO：「瑠璃色の空」はわりと僕の
中では王道というか、ライヴで盛り上がれ
ることをイメージして作りました。この何
年かはお客さんが座っていたり、声も出せ
ない状況の中でずっとライヴをしてきて
いるので、コロナ禍が明けたら真っ先にラ
イヴでやりたい曲を作りたいと思ったんで
す。演奏した時に自分たちの気持ちが高
まって、お客さんもワァーッ! と盛り上が
ることをイメージして作りました。
NoB：「瑠璃色の空」の歌詞は、明るい曲
だし、ライヴのオープニングでやるくらい
の勢いがあるというところで、ストレートな
ラブソングにしました。
ー激しい曲なので強いことを歌ってい
るかと思いきや、実は甘いラブソングとい
うのはいいなと思います。
NoB：俺は歌詞のコンセプト的なものは
まったく決めていないから、曲のイメージ心を持った人になりたい”ということを

歌っていますね。
NoB：最近、メッセージソングを書きがちな
んですよね。コロナ禍や戦争とかいろんな
ことがあるから、歌を届ける身として“この
頃はこんな出来事があったんだ”というこ
とを残す仕事も多少はしないといけない
のかなと。でも、そればかりだと説教くさく
なってしまうじゃないですか。だから、そこ
に気をつけつつメッセージソングをいくつ
か入れたいっていう想いがあって、「象牙色
の嘘」はその中の一曲です。今の世の中は
同調圧力が強かったり、テレビが言うことを
鵜呑みにしている人がたくさんいたり、マ
スコミが作った“当たり前”にみんなが押し
流されていたりして、自分を持てなくなって

で思い浮かんだものをバァーッと書いちゃ
うんですよ。どんなテーマであれ、自分が
書けば全部 NoB 節になると思っているか
ら、細かいことは気にせず歌詞は書いてい
ます。
ーそれがいい結果を生んでいると思い
ます。それにしても『一閃』は個性と良質
さを併せ持った楽曲が揃っていて、こうい
うバンドであれば 10 年続くのは必然だ
なと感じました。
NoB：10 年続けられるバンドというのは、
なかなか最近ないですよね。
MASAKI：しかも、自分たちはコンスタ
ントに活動をしてきたんですよ。リリー
スも定期的にしつつ、昨年はアコース
ティックアルバム（2021 年 10 月発表の

『Hello,Hello again』）を出したりしてい
ますし、ちゃんと年に 2 回は東名阪ツアー
をやってきましたし。“ダラダラと続けてい
たら 10 年経った”ではなくて、タイトな活
動を重ねてきた上での 10 周年というの
は意味があると思いますね。

取材：村上孝之

2012 年に始動し、以降独自の音楽性で多くのリスナーを魅了し続けている DAIDA LAIDA が結成 10
周年を記念するアルバム『一閃』を完成させた。キャッチー＆テクニカルという彼らの個性が詰め込まれた
同作は、幅広い層にアピールする魅力にあふれている。10 年を経て、さらに魅力を増している彼らのメン
バー全員インタビューをお届けする。

10 周年を飾るアルバムは昔の曲と新曲というハイブリッド形態

このインタビューの全文を公開中！！▶

『一閃』
Album　9/7 Release
Walküre Records
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ーアルバムはインド音楽の要素が盛り
込まれた摩訶不思議なインスト「阿吽廻
廊」で始まります。よく“阿吽の呼吸”と言
いますが、“阿吽回廊”ってどういう意味で
すか ?
フクスケ：“阿吽”にはいろいろな意味が
あって、“宇宙の始まりと終わり”を指す場
合もあるのでいいかなって。“回廊”はツ
アーが回れるようになるという想いが片
隅にあったから出てきた言葉なんですけ
ど、僕たちってあちこちジャンルを行き来
したりしないでメトロノームっていう世界
の中をしっかり回っているので。中身は変
わっていくんだけど、やっていることの軸
は変わらないというか。
ーメトロノーム宇宙を回遊するみたい
なイメージですね。インストが回廊の入口

のようなポジション ?
フクスケ：そうですね。1 曲目にリード曲

「阿ッとして吽」が入ることが決まってい
たので、インストからきれいにつながるよ
うにと。
ー「阿ッとして吽」はエレクトロでポップ
で、途中からミュージカル的な展開をする
曲でもありますね。
シャラク：ライヴ会場限定販売シングルの
曲出しの時に作った候補曲のひとつで、急
遽サビをつけ足して完成させたんです。
タイトルは“阿吽”という言葉を思いつい
たんですけど、そのまんまなのもなと思っ
て“阿ッとして吽”にしてみたっていう。
ー人生残り少ないんだからっていう下
りのあとに《最後に笑えるなら／それが
一番面白いじゃん／っていう妄想です》と

歌っていますが、“っていう妄想です”とつ
け足すのがシャラクさんらしいです。
シャラク：“よっしゃ !　やるぞ !”となっ
ても“なんちゃって”で誤魔化すというか

（笑）、意味があるようなことを歌ってお
いて“実はそんなこと思ってないっす”み
たいな。《阿ッとして吽とこどっこいしょ》
というフレーズも、“うんとこどっこいしょ”
が最初にあって足しただけなんですよ。歌
詞にはいつも深い意味を持たせたくない
と思っているんです。
ーサウンドもピアノやホーンも入って
いて華やかですね。
フクスケ：サビがなかったデモの段階では

“この曲で大丈夫か ?”と思っていたんで
すけど、キングレコードの齋藤さんという
方が“この曲でいこう !”って。きっと何か

シャラク（VOICECODER）、フクスケ（TALBO-1）、リウ（TALBO-2）の三人三様の個性が集結した楽曲群は
彩り豊かで、メトロノーム宇宙の中にいざなわれるアルバム『阿吽回廊』。現実世界はいろいろ世知辛いけれ
ど、脱力させてくれて深呼吸させてくれる彼らの音楽はコミカルで、シニカルで、やっぱり面白い。

今月のお題：『あなたにとってのヒーローは ? 』

が見えていたんでしょうね。そしたら、い
いサビがついて、ピアノが乗っかって、お
洒落になったんですよ。だから、一番素晴
らしいのは先見の明があった齋藤さんだ
と思います（笑）。
ーアルバムにはスピーディで勢いが
あるのにサビのメロディーはキャッチー
でさわやかさすらある「失敗だ傑作だ」、
ファンタジックな世界観の「シナスタジ
ア」が収録されていたりと、メトロノーム
のテクノポップなサウンドをベースにバリ
エーションに富んだ曲が収録されていま
すが、お互いに驚いた曲や新鮮だった曲
はありますか ?
シャラク：7 曲目の「夢の始まり」はサビ
がカッコ良いなって。
ーイントロにジミ・ヘンドリックスばり
のギターが入ってくるフクスケさんの曲
ですね。
シャラク：今まで手持ちのマイクで歌って
いたんですけど、ライヴでマイクスタンド
を使って歌いたいっていう想像が広がっ
た曲ですね。サビのギターサウンドがすご
くロックな感じで個人的に好きです。
フクスケ：僕は「カルマ」です。間奏で信じ
られないぐらいにカッコ良い僕のギター
ソロが出てくるのですが、そこでテンポ
チェンジするので“俺がカッコ良いソロを
弾くためにアレンジしてくれたんだな”って

（笑）。“リウ、ありがとう !”っていう気持
ちですね。
リウ：本当はもっとループを足そうと思っ
ていたのですが、想像を超えるギターソ
ロを入れてくれたので、間奏はシンプル
なアレンジにしました。ライヴでやるのが
楽しみですね。テンポチェンジだけじゃな
く転調もかなりしていて、ちょっと変わっ
た雰囲気にしたいと思って作った曲です。

ーリウさんから見て新鮮だった曲は ?
リウ：会場限定発売と先行配信された

「阿ッとして吽」ですね。当初はエレキベー
スを弾いていたんですけど、MV 撮影の
時に齋藤さんから背景のセットを考えると
アップライトベースのほうが合うと思うっ
て提案されたので、シャラクくんの承諾を
得てアルバムでもアップライトを弾いてい
ます。フレーズは同じでも楽器の性質が全
然違うので、ふたつのバージョンが楽しめ
るんじゃないかと。
ー歌詞だと「夢の始まり」「少年」が切な
いゾーンですよね。
リウ：曲順は僕がアイディアを出したんで
すけど、最初に言われたようにいろいろな
色の曲が揃っているので、一気に聴ける
ように構成を考えたら、その 2 曲は後半
になったんですよ。アルバムのクライマッ
クスは 7 曲目から 9 曲目の「夢の始まり」

「少年」「明日もきっとやってくる」の 3 曲
なんじゃないかと思います。
ーそんなセクションを挟んで最後は
シャラクさんの書いたパンキッシュな「日
常的の帰結」と「あゝ諸事情」で締め括ら
れるという。
シャラク：「日常的の帰結」はパパッと作る
とこういう曲になるんですよ。とにかく速
い曲が好きなので、シンプルで自分の基
本となる曲なのかもしれないですね。
ー「あゝ 諸事情」の最後の歌詞は《凪を
待ってはまた日が暮れる》なので、この言
葉でアルバムが終わるんですよね。
シャラク：語りが入った曲が欲しいと思っ
て作ったんです。サビがあることによって
普通の曲になっちゃったかなと思ったんで
すけど、いい感じのバランスになったのか
もしれない。
フクスケ：個人的には今作はとてもメトロ

ノームらしいと思っているので、そこまで
誰かの気持ちに乗っかっていない気がす
るんですよね。「あゝ 諸事情」を聴いた時、
こんな曲でアルバムが終わるバンドってな
かなかいないと思ったんですけど、“あぁ、
これでいいんだな”って。と同時に“終わっ
ちゃった”みたいな余韻もあるので、これは
メトロノームじゃないとできないなと。イン
トロがチッチッチと鳴って始まるのは“ここ
必要かな ? ”って思いましたけど（笑）。
リウ：うん、思った（笑）。
フクスケ：でも、そういうところがメトロ
ノームらしいんですよね。本当に回遊って
感じがしますね。

取材：山本弘子

このインタビューの全文を公開中！！▶

自分的には今作はとてもメトロノームらしいと思っている

■フクスケ…寅さん
「昔からすごく好きで、『男はつらいよ』の映画もいっぱい観ているし、生き方
からダメな部分まで大好きなんで、僕にとってのヒーローは寅さんですね。自
由に暮らしているかと思いきや意外と自由でもないし、結構戻ってくるし、
戻ってきたら戻ってきたでダメっぷりがすごいし…そういうところが好きな
んですよ。柴又にも行ったし、寅さんが首からかけているお守りも持っていま
す。昔は寅さんのようになりたいって思っていましたからね。でも、年齢が上
がると“それじゃいけないんだな”って気づくっていう（笑）」

■リウ…フリー（Red Hot Chili Peppers）
「メトロノーム以外の現場でアドリブで弾くことが多くて、だんだんそれにハ
マってきていて。どうしてそういうものが好きになったのかなと思ったら…
まぁ、ベタなんですが、昔よく Red Hot Chili Peppers のライヴ映像とかを
観ていたから、その影響を受けていると考えると、フリーが自分にとっての
ヒーローだなって思いますね。今もあの年齢であんなに頑張っている姿を見
ると勇気をもらえるし、すごく自由にプレイしているので、自分もそうなりた
いってだんだん思い始めたというか。メトロノームは同期だからできないん
ですけど、他の現場でそういうプレイを求められることが多くなったんです
よ。だから、今、すごく楽しいですね」

【初回限定メト箱仕様】
（CD+Blu-ray）
KICS-94079
￥7,700（税込）

L → R　シャラク（VOICECODER）、リウ（TALBO-2）、フクスケ（TALBO-1）

【通常盤】（CD）
KICS-4079
￥3,300（税込）

■シャラク…長江健次
「ヒーローとはちょっと違う…ヒーローってカッコ良いイメージなんですけど、子供の頃にイモ欽トリオがすごく好きだったんですよ。それでアイドル歌手に
なりたいと思ったことが“歌いたい”と思ったことの原点だと思うんで、そう考えると自分のヒーローは長江健次さんなのかなって。だから、真ん中が好きなん
でしょうね（笑）。自分の楽曲でも“なー！”って言う部分もあるし。僕はライヴとかで“うお〜！”っていう男らしい雄叫びが言えなくて“なー！”ってなるので
すが、それは長江健次さんの影響かもしれないですね。あと、イモ欽トリオが好きだったことが、打ち込みの音楽を聴くきっかけにもなったんじゃないかな？」

『阿吽回廊』
Album　8/24 Release
KING RECORDS
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特製ジャケットカバー

ーふたりは子供の頃から音楽が好き
だったんですか？
ミリー＆ミー：ダイスキデス！
ミリー：ハードロックもグランジもオルタ
ナティブロックもメタルもパンクも聴く。
とにかく音楽は大好きで、私もミーもグラ
ンジが特に好き。
ミー：グランジは本当に最高！　音楽好
きはママの影響で、小さい頃から家では
ずっと音楽が流れていたの。それもグラン
ジが多くて、その頃に聴いた音楽はずっと
好き。The Soap Girls の曲の基盤はそ
こにあるって言えるわ。
ー最初はアイドルユニットとして活躍し
ていたんですよね？
ミリー：そう！　とにかく人を楽しませた
いという想いで活動を始めて、最初はと
ても楽しかったし、応援してくれる人たち
もたくさんできて、すごく幸せだった。で
も、限られた表現の中で発信しなくてはい
けないという壁を感じたの。

ーでは、今回のアルバム『私の本当 / 
IN MY SKIN』に込めた想いは？
ミリー：今現在、社会で生きている全ての
人の要素を探るっていう意味を込めてい
て。ローラーコースターのような人生かも
しれないけど、それを受け入れて、自分を
尊重して生きていかなくちゃいけないっ
ていうことを表現しているの。
ミー：うん。今までの作品では探索できな
かったことを、今回のアルバムではできて
いる気がする。とてもパーソナルな感情を
吐き出していているし。コロナという感染
症が蔓延したことで、いろんな感情が渦巻
いたと思っているの。ロックダウンも経験し
て、考える時間があったからこそ向き合え
たと思っていて、それをこのアルバムに詰
め込めた気がしているわ。
ーレコーディングを始めたのはいつ
から？
ミリー：2020年に南アフリカで作り始め
て、それからレコーディングに入っていた
時にロックダウンがあってスタジオに入
れなくなっちゃったの。ロックダウンが明
けてから作業を再開して、完成したのは
2022 年だった。
ミー：2年近くかかってしまったんだけど、
こんなに時間をかけて作ったことはない
から、いろんな感情や時間の流れが込めら
れたと思う。本当に忘れられない。1 曲目
の「Breathe」は特にそうで、この曲を書
いた時は南アフリカにいて、コロナのパン
デミックで街がすごいことになってしまっ
て…今までに感じたことのない圧迫感に
襲われたわ。まるで口を塞がれたような感
覚で、“人は抑圧されるとこんなにも苦しく
なってしまうんだ！？”と実感して。“抑圧さ
れてはいけないよ！”って叫びたかった。
ミリー：“自分の人生なんだから押しつけ
られちゃダメ！　ちゃんと自分らしく生き
てね”ということを伝えたくて、この曲を
作ったの。あまり大きな声は出せなかっ
たけど、“ちゃんと心の声も外に発信して
いってね”というメッセージを込めてね。
ーなるほど。だから、この曲のタイトルは

“Breathe＝呼吸”なんですね。今回の
アルバムは The Soap Girls のいろん
な一面を楽しめて、男性のデスヴォイスっ
ぽい歌唱が入っていた「Psycho」もとて
も力強かったです。
ミー：違うの違うの！
ミリー：デスヴォイスは私！　私だと思っ
ていない人も多いから、ライヴで歌うと驚
かれるの！ 私が悪魔で、ミーが天使。私

ミー：自由に表現できる場所を探したいと
思うようになって、別の道を選びたくなった。
ミリー：そう感じるようになったのはふた
り同時だったわ。
ミー：小さい頃からずっと一緒に育ってき
たし、本当に仲が良いから、私たちの考え
はだいたい同期しているの。
ーアイドルからパンクバンドへと転身
することに不安はなかったですか？
ミリー：なかったわ。とにかくやりたいこと
をやるべきだと思った。
ミー：自分の人生だからね。後悔するよう
な生き方をしちゃダメ。ちゃんと自分と向
き合わなくちゃ！
ーThe Soap Girls の歌詞は自分た
ちで書いているんですよね？
ミリー＆ミー：もちろん！
ーちょっとデビルなところと天使なとこ
ろがあるのは、やはり悪魔がミリーで天使
がミーの担当？
ミリー：どっちが書いているってわけでは

がデスヴォイスで歌うと、ミーの歌声との
差がより激しくなるの。
ミー：ライヴだともっと楽しいから、本当に
ライヴで観て聴いてほしい！
ー「Kill Breed」は一番ダークなイメー
ジがありましたけど、この曲に込めたのは
どんな想い？
ミー：人としての思いやりを忘れがちな社
会だから、一番大切にしないといけないこ
とは何なのかということを見つめ直して
ほしいっていう歌よ。
ミリー：SNS を通じて人間味のないこと
を言ったり、お互いのことを傷つけ合うの
は悲しいことなのに、その方向に流されが
ちでしょ？　それは人間の生き方に反し
ていると思うの。
ミー：私は人の痛みをちゃんと分かる人
でいたいと思うわ。ひとりひとりが思いや
りを持てば、酷いことをする人もいなくな
るのにね。ライヴでは「In My Skin」とか

「Promise You」とか、大人しめな曲も
やったりしているのよ。悲しい曲なんだけど、
すごくエモーショナルでエネルギーがある
から。日本でもたくさんライヴをして、生で
いろんな The Soap Girls を聴かせたい！
ーどうして日本に興味を持ったので
すか？
ミー：日本は世界の中でも特別な文化が
ある国だから。それは子供の頃からずっと
思っていたわ。
ミリー：私も同じ。子供の頃からずっと行
きたい国だった。日本の文化や音楽を
YouTube でよく観るけど、本当に惹かれ
るものがある。
ミー：だから、日本でツアーができること
が本当に嬉しい。日本に行ける夢が叶った
だけでも嬉しいのに、日本のアーティスト
のみんなとライヴができるなんて本当に
夢みたい！
ミリー：ツアーで共演するアーティストの
音楽をミーと一緒に聴いたり、動画を観
て楽しみにしているわ。
ミー：全部のアーティストが個性的で素
敵！　可愛いし、カッコ良い。ビジュアルも
サウンドも本当に最高！
ー全公演を淳士さん（ex.SIAM SHA
DE、BULL ZEICHEN 88）とともにしま
すが、初めて一緒に演奏する気持ちは？
ミリー＆ミー：アメージング！
ミリー：本当に多彩な人だから、淳士が私
たちのツアーでドラムを叩いてくれると
知った時、ミーと今みたいに声を合わせて

“アメージング！”って言っちゃったわ。彼

なくて、だいたい一緒に書いているの。
ミー：たまに“ここは私が書くね”って担当
する部分が多くなったりはするんだけど、
作詞作曲を一緒にやるというところはこだ
わりの部分だから、いつもそうしているわ。
ミリー：作詞作曲、レコーディングまでを
全部一緒にやるっていうのが、私たちの
ルールでもある感じ。
ーそんな楽曲に対して絶対に曲げたく
ない部分は？
ミリー：とにかくうるさいほうがいいわ！

（笑）　派手なのがいい！
ミー：楽しいことが一番よね！　元気にし
たいの！
ー歌詞にはどんな想いを込めることが
多いですか？
ミリー：“自由”というところね。
ミー：そう！　人はみんな自由であること
を伝えたいの。歌うことで一番大切にして
いるのは、“聴いてくれた人に何かを感じ
てもらいたい”ということね。

のことを YouTube で観て、なんて素晴
らしいんだろうって感動したの。
ー最後に日本のファンにメッセージを
お願いします。
ミー：私たちの子供の頃からの夢が叶う
時間でもあるから、今回のツアーは本当
に大切にしたいと思っているわ。日本の文
化にもどっぷりハマりたいし、経験したこ
とのない時間を感じてみたい。
ミリー：共演するアーティストのみんなと
も友達になりたいし、新しいファンのみな
さんと出会えることも楽しみなので、私た
ちを待っていてくださいね！

取材：武市尚子

『The Soap Girls JAPAN TOUR 2022
 「SIXTH GENERATION ROCK LIVE Show
“Tokyo Duel”round 1」』

9/25（日）　東京・WOMB

w）Gacharic Spin

9/26（月）　東京・新宿 MARZ

w）ベッド・イン

9/28（水）　京都・磔磔

w）東京初期衝動

9/29（木）　京都・磔磔

w）チャラン・ポ・ランタン

 9/30（金）　東京・WOMB

w）Kaya、bulb

10/01（土）　東京・下北沢 251

w）FEMM

10/02（日）　東京・WOMB

w）ASP

10/03（月）　東京・新宿 MARZ

w）東京初期衝動

10/04（火）　東京・新宿 MARZ

w）BRIDEAR

10/05（水）　東京・新宿 MARZ

w）土屋アンナ

10/06（木）　東京・下北沢シャングリラ

w）MOSHIMO

抜群のプロポーションと過激な出立ちに目を惹かれる The 
Soap Girls。南アフリカ・ケープタウン出身の姉妹パン
クバンドであり、“とにかく自己流でみんなを楽しませた
い！”と声を弾ませる彼女たちが、アルバム『私の本当 / IN 
MY SKIN』を引っ提げて初の来日ツアーを開催！　誰もが
持つ想いをキャッチーなロックサウンドに乗せて歌い、観る
者を手放しで楽しませるふたりにインタビューを実施した。

ケープタウン発の姉妹パンクバンドが
最新アルバムを掲げて初来日！

このインタビューの全文を公開中！！▶

『私の本当 / IN MY SKIN』
Album　9/30 Release
B.I.J.Records.

L → R　ミリー（Vo＆Ba）、ミー（Vo＆Gu）
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■阿佐ヶ谷姉妹
「上京したての頃、生活環境が変わってしまったこともあって、すごくしんどい時期が続いていたんですよ。曲も思うように書けなくて、“もう無理かもしれな
い”と思っていた時に『阿佐ヶ谷姉妹の のほほんふたり暮らし』というエッセイを読んで、それがすごく息抜きになって“まだやれる！”と思えたんです。だか
ら、阿佐ヶ谷姉妹は自分を救ってくれたヒーローです」

今月のお題：『あなたにとってのヒーローは？』

ーメジャーデビューをされて心境の変
化はありましたか？

「インディーズ時代とは違う責任感はあり
ますが、気負いしすぎていることもない
ので、いい緊張感の中でやれています。
生活に寄り添えることや、同世代の女性
を応援したいという想いがこれまでも一
番にありましたし、今後はそこをより強く
出していきたいと思っています。ありがた
いことに、それができる環境でありチーム
なので、今作もリラックスしながら制作で
きました」
ー今作には新曲も多く収録されていま
すが、制作当初には“こうしたい”というイ
メージがあったんですか？

ー「チートデイ」も異色ではあります
が、今作 1 曲目の「CITY LIFE」も《1 音
目から完璧な音楽》というフレーズで始ま
りますし、今までのゆいにしおさんにはな
かった一面が垣間見えました。

「ほのぼのした楽曲ですが、1 行目がパン
チありますよね。でも、そのパンチライン
がトップにある楽曲を作品の最初に持っ
てくることで、“名刺代わりの作品にする
ぞ！”という気概を示したかった意味もあ
ります。《30 になれば望んでいないよう
な／呪いも晴れて解けてくるはずでしょ
う／張り付いたままの笑顔で／また別の
呪いがかかる》というフレーズも攻めてい
ると思っていて。今、私は 25 歳なんです
けど、この年齢っていろんなことの境目な
んじゃないかと思うんです。結婚する人も
いれば、別れる人もいるし、仕事に専念し
ようと意気込む人もいる。そういう分岐の
歳だなと。なので、そういった同年代の方
に響くように、具体性のある歌詞を書いた
楽曲です」
ー確かに 20 代半ばって、いろいろと
環境や心境も変わるタイミングではあ
りますよね。先ほど出していただいたフ
レーズでは、“呪い”という言葉をキーワー
ドにしてポジティブ／ネガティブの双方を
描いていると思うのですが、その表裏一
体というテーマは「sun shade」にも通じ
ていると思いました。

「ふたりの女子高生が主人公になってい
るノベルゲームのタイアップとして制作
した楽曲なので、その世界観をイメー
ジしながら歌詞を書きました。10 代の
頃って思い返せば楽しいことばかりのよ
うに見えるけれど、10 代特有の悩みも
あったし、行動も制限されているからこ
その閉塞感もあったと思うんです。そう
した二面性を光と陰に例えて書いてい
きました」
ー具体性のある歌詞であれば、「チー
トデイ」や「スパイスガール」「Rough 
Driver」は特にその色が強いものだと思
いますが、それらは自分らしさのひとつに
なっている実感はありますか？

「挙げていただいた 3 曲は特に生々し
いんですよね。生々しすぎてスタッフさ

「特にコンセプトは決めていなかったで
す。純粋に一緒に作ってみたい人と、そ
の時に作りたい楽曲を作っていったとい
う感覚でしたね。“tasty city”というタ
イトルも、ファンクラブ名であることや、
楽曲の中に食べ物の名前が多く出てく
ることから決めたものなので。でも、い
つもよりも悩まずに制作できたように思
います」
ー今までは結構悩んでいたのでしょ
うか？

「そうですね。3rd ミニアルバム『うつくし
い日々』（2021 年 11 月発表）を作って
いた頃は結構スランプ状態だったのです
が、最近はそこから抜け出せたように思

んに止められたくらい（笑）。でも、やっぱ
りそういう歌詞が好きですし、自分の強
みにもなっていると思います。「Rough 
Driver」は先に作っていただいたトラック
にメロディーを乗せるという、これまた今
までにない作り方だったんです。そこか
ら、ドライブ、ネオン、80,90 年代シティ
ポップ…というイメージが浮かんできて、
歌詞を書いていきました。最近、私の周
りの友人の多くが失恋しているんですけ
ど、そういう人たちに泣いてもらいたいと
思って、先ほどのイメージと恋愛を絡めて
書き上げました」
ーそういった私生活上の出来事が楽
曲制作に反映していくことは多いんで
すか？

「そうですね。今作は特に女子会にお世話
になりました（笑）。「スポットライト」もま
さにそうで、女子会中に友人が叫んだ“早
く上書きされたーい！”というひと言を採
用しています。やっぱり自分の経験だと
限界があるし、そういう場での出来事は
参考になりますね。「mid-20s」はそうい
う経験をした友人を含めて、“同年代の女
性を応援したい！”という私自身の想い
が前面に出た曲で。先ほどの年齢の話に
つながるんですけど、マインド的にはずっ
と 20 代前半なので、実年齢との違和感
が生まれるんですよね。でも、先輩から
は“30 代って楽しいよ”と言われますし、

《記号だけの／若さなんて早く捨てた
い》というフレーズがまさにそうなのです
が、歳をとることをポジティブに考えられ
るようにしたいと思っているんです」
ーそれは年齢を重ねることに恐れや嫌
悪感を抱いているからでしょうか？

「あぁ、それは結構強くあったと思います。
そう思うのは、私が女性シンガーソングラ
イターだからというのも大きな理由かも
しれないです。女性シンガーソングライ
ターってどんどん低年齢化していて、15
歳くらいの子がライヴハウスで歌ってい
ることもあるんですよ。私は 19 歳から活
動を始めたんですけど、その頃に“まだギ
リギリ若いから、お客さんも集まるんじゃ
ない？”と心ないことを言われたことも
あって、“歳をとりたくないな”と思ってい

います。言いたいこともスルッと歌詞に
できるようになったし、メロディーも自分
好みのものが生まれるようになってきた
ので。抜け出せたきっかけというか、これ
は荒療治だと思うんですけど、スランプ
であろうが関係なく、ひたすら楽曲を作り
続けていったことが効いたんだと思いま
す。うちのチーム、かなり体育会系なので

（笑）」
ーなるほど。以前のインタビューで、“今
まで書いてこなかった不倫をテーマにし
た曲もある”とお話されていましたが、そ
れってもしかして「チートデイ」ですか？

「そうです！　「チートデイ」はアルバムを
作るにあたって最初にできた楽曲ですね」

ました。でも、自分ができることに対して
制限をかけられるようになったのは、この
年齢になったからこそかなと。昔だったら
ひたすら突っ走るだけだったんですけど、
今はちょうどいいところでブレーキをかけ
られるようにもなりました」
ー自分にとって一番良い塩梅の上で、
挑戦をしていこうと。

「はい。今まで培ってきたゆいにしおらし
さを保ちつつ、いろんな表現にトライする
ことで、今までにない自分らしさが生まれ
ていったらいいなと思いますし、今作では
それができたと思っています。新曲ができ
たら必ず兄に聴かせるんですけど、兄から
のもお墨付きをもらえたので自信があり
ます（笑）」
ー身内の言葉は心強いですね！　10
月からは東名阪のワンマンツアーがス
タートしますし、楽しみですね。

「そうですね。メジャーアルバムをリリース
して初めてのライヴなので、今まで応援し
てくれているファンの方にも観てもらい
たいし、これを機に知ってくれた人たちも
しっかりと楽しめるライヴにしたいと思っ
ています」

取材：峯岸利恵

25 歳になったゆいにしおが感じる葛藤や不安、そして喜び。さまざまな心境と向き合いながら挑戦し続け
る彼女が完成させたメジャー 1st フルアルバム『tasty city』は、まさに明日を生きる私たちへのエール
だった。聴いた人が前向きになれる、そんな今作について話を訊いた。

一緒に作ってみたい人と、
その時に作りたい楽曲を作っていった

このインタビューの全文を公開中！！▶

『tasty city』
Album　10/5 Release
日本コロムビア

『ゆいにしお Major 1st Album『tasty city』
 Release Oneman Tour "tasty sound"』

10/26（水）　大阪・心斎橋 Music Club JANUS

10/27（木）　愛知・名古屋 ell.FITSALL

11/25（金）　東京・渋谷 WWW
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『Radio Moon
 and Roses 1979Hz』
Album　8/3 Release
日本コロムビア

ー『Radio Moon and Roses 
1979Hz』は1979 年 1 月にオンエアさ
れたムーンライダーズと佐藤奈々子さん
とのスタジオライヴが収録されたもので
すが、43 年経っての CD 音源化というの
は極めて稀なケースではないかと思いま
す。佐藤さんの Instagram を拝見しまし
たら、“不思議な経緯をたどり、リリースさ
れることになりました”とありました。どのよ
うに不思議だったのか、まず本作の音源化
に至る経緯をおうかがいしたく思います。

「確かに 1979 年に私たちはラジオライ
ヴをやったわけです。だけど、それは“やっ
た”というだけで、その後、私たちはそのラ

ジオを聴いたこともなく、流れたままで。
それが 2 年前くらいかな ?　デビュー当
時のバックバンドをやっていた友達が私
のライヴを観に来て、“友人からこれを”
と言って CD-R をくれたんですね。でも、
白盤で何も書いていないから聴かずに
ずっと置いていて。で、しばらく経って家の
CD を整理した時に、“これはいったい何
だろう ? ”と思って聴いてみたら、すごい
ものが入っていてびっくり!　玉手箱が開
いたみたいで（笑）。“どうしよう!　どうし
よう! ”となって、すぐにムーンライダーズ
の岡田 徹くんやマネージャーの方に聴い
てもらい、みんなで“すごい !　すごい ! ”

となって（笑）。何がすごいって、いろんな
素晴らしさはあるんだけど、まず若くて美
しい輝きにあふれている。特に鈴木慶一
さんの声が素晴らしく、今までリリースさ
れたアルバムとはまた違う…本当に素晴
らしい歌で。自分も若くて可愛らしい歌声
だったし、ムーンライダーズのみんなもそ
ういうものにあふれていた。しかも、録音
状態が素晴らしくて !　そもそもラジオラ
イヴで音質が良かったから、カセットに…
そうそう、おおもとはカセットなんです」
ーラジオ番組をカセットテープに録音
したものを CD-R に落としたんですね。

「ええ。その音源をくださった方は、今、中
古レコード屋さんをやっていらして、その
方が若い時分にエアチェックしたカセット
をずっと持っていて、それをデータ化して、
そのコピーを私にくださったんです。後日、
ムーンライダーズのファンクラブの方々に
訊いてみたんですよ。“そのラジオ番組を
聴いてエアチェックした人はいますか? ”っ
て。そうしたら、聴いたことがある人がひと
りかふたりいらっしゃったんですけど、エア
チェックした人は誰もいなかった。だから、
本当に貴重なものなんですよ（笑）」
ーオンエア日は 1979 年 1 月 28 日
だったそうですが、これは生放送だったん
ですか ?

「そうなんです。生放送でこのクオリティー
って素晴らしいなぁって」
ー当たり前ですけど、全て一発録りで
しょうし。

「一発録りもそうだし、やっぱり録音のクオ
リティーですよね。豊かな時代の録音技
術で切り取ってくださった気がします。こ
の音源は本当に豊かさそのままの音がし
て、カセットの音というのもあって、すごく
いいんですよね」
ーん ?　今回のCDの原盤はカセット
テープでエアチェックしたものなんで
すか !?

「そうです。最初は CD-R をいただいた
んですけど、そのレコード屋さんが“カ
セットも差し上げます”って送ってくださ
り、それをコロムビアさんがデータにして
くださって」
ーそれはちょっと驚きですね !

「カセットって本当にいい音がするんだ
なって。でも、もとの音もいいんでしょう
ね。とっても大きなスタジオだったことを
覚えています。演奏を録音するためのス
タジオでしたね。それで、だんだん記憶も
蘇ってきて…」

1979年1月28日に TOKYO FM『デンオンライブ・コンサート』で
オンエアされたムーンライダーズと佐藤奈々子とのスタジオライヴ。
その放送があったことも知らないファンも少なくなかった、まさしく

“幻のライヴ”が今夏、『Radio Moon and Roses 1979Hz』として
CD 音源化された !　今回の経緯と当時の記憶をレジェンダリーシン
ガーである佐藤奈々子にうかがった。

今月のお題：『あなたにとってのヒーローは ?』

ー1979年1月28日当日の空気感も
蘇ってきましたか ?

「最初は全然覚えていなくて。確かにラ
イヴをやったことは覚えているんですけ
ど、“どこでやったっけ ?　どんなだったっ
け ? ”って。でも、聴いていくうちにだん
だん蘇ってきて、まず感覚として“広いス
タジオだった”とか“こういう感じのスタジ
オだった”とか、そういうことが思い出され
て。でも、“そのためのリハーサルをしたっ
け ? ”とか、そういうことは覚えていない
んですよね（苦笑）」
ームーンライダーズのメンバーは何か
おっしゃっていましたか ?

「そんなに記憶が鮮明な人はいなくて
（笑）」
ーまぁ、40 年前ですもんね。そもそも
佐藤さんとムーンライダーズが一緒にス
タジオライヴをやることになったのは…
これも覚えていらっしゃればになります
が、どういう経緯だったのでしょうか ?　

「それがムーンライダーズ側からの提案
だったのか、私側からだったのかはよく覚
えていなくて…」
ー佐藤さんがムーンライダーズのライ
ヴに参加していたり、佐藤さんのアルバム
にムーンライダーズのメンバーが参加さ
れていたり、お互いに交流があった時期で
あって、それも関係していたのでしょうね。

「それはきっとそうだと思います。今も交
流はありますけど、結構いろんなことを
やっていた時期ではあったと思います」
ー佐藤さんの 3rd アルバム『Pillow 
Talk』が1978 年10 月のリリースで、

『Radio Moon and Roses 1979Hz』
収録のスタジオライヴは 1979 年 1 月の
オンエアですしね。

「きっといっぱいいろんなことを一緒に
やっていたんでしょうね」
ー佐藤さんとムーンライダーズとの出
会いについてもおうかがいしたいと思い
ます。『Pillow Talk』に鈴木慶一さんが参
加されていましたが、その時が最初の出
会いでしたか ?

「いえ、最初に会ったのは CM の仕事でし
た。ムーンライダーズがアレンジと演奏を
して、私が歌うTV コマーシャルで呼ばれ

たんです。それが音楽的に一緒に何かをし
た最初ですね。♪ちょうちょ、ちょうちょ〜っ
ていう歌をロック調にアレンジして私が歌
うお仕事でした」
ーそうなんですね !?　その時の佐藤
さんのムーンライダーズの印象はいかが
でしたか ?

「私はその前からムーンライダーズのこと
は知っていて…『火の玉ボーイ』が大好き
だったんです」
ー大好きなバンドとの仕事だったんで
すね。佐藤さんにとってムーンライダーズ
はどんなところが魅力的でしたか ?

「というか、“なんてカッコ良いバンドなん
だ !?”と思って。曲自体も素晴らしいし、歌
も最高で、“こんなにカッコ良いロックバン
ドが日本にいるのか !?”と超びっくりしま
した」
ー他にこういうバンドはいないと思う
し、誰かが真似することもできないと思
います。何でしょうね、ムーンライダーズ
のすごさって（笑）。

「ひとりひとりの人間性が素晴らしくて、自
由で、でも集まると絶対的にムーンライ
ダーズになるというところですね。ひとり
ひとりの音楽を聴いてもムーンライダー
ズだし。本当に不思議で、ムーンライダー
ズという生き物がいるような（笑）」
ー『Pillow Talk』で慶一さんが参加さ
れていらっしゃるのは、もしかして佐藤さ
んからのリクエストだったり?

「よく覚えていないんですけど、その頃は
すでにムーンライダーズと仲良しだった
から、自然の成り行きでそうなった感じで
すね。新宿 LOFT で一緒にライヴをやっ
たり、ムーンライダーズのワンマンライヴ
にコーラスで出たり、そういうのがありま
したし」
ーそうしますと、本作のスタジオライヴ
も自然な流れの中で行なわれたことが分
かりますね。佐藤さんの歌声について、慶
一さんをはじめ、ムーンライダーズのメン
バーから何か直接お言葉があったことは
ありますか ?　

「あの方たちはシャイなので、改めてお
言葉を言わないタイプなんですよ（笑）。
ただ…ついこの間、ベースの鈴木博文

さんが私のソロライヴを観に来てくれて、
“なんて素敵な歌声だ”ってポロリとおっ
しゃっていたのが渋かったですね」
ー佐藤さんは“慶一さんのお声は素敵
ですね”とか楽器の演奏について、直接メ
ンバーにお伝えしたことはあるんですか ?

「それはいっぱいあります。今でも“素
敵ーっ ! ”って言います（笑）」
ームーンライダーズのお話になると、い
ちファンに戻るようですね（笑）。

「もうずっとムーンライダーズのファンで
すから（笑）」
ー了解です（笑）。佐藤さんはこの『Radio 
Moon and Roses 1979Hz』は貴重な
ものだとおしゃいました。それは冒頭で語っ
てくださったライヴ音源が発掘された過程
を鑑みても貴重なものであることは間違
いないのでしょうが、大好きなムーンライ
ダーズと一緒に、1970年代後半に生演奏
したという記録ですから、その意味でご自
身にとっても貴重なものであるし、とても
喜ばしいことなんでしょうね。

「何かね、これは私とムーンライダーズに
限ったことではなくて、アルバムの一番大
きな意味というのは、その時代そのもの
の輝きであったり、その時代の豊かな音
楽として記録されているものなので、そ
の輝きを楽しんでもらえたらいいなと思
います」

取材：帆苅智之

このインタビューの全文を公開中！！▶
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その時代の豊かな音楽だったり、
輝きを楽しんでもらえたらいいなと

■ジョニ・ミッチェル
「彼女は私にとって憧れのひとりなんです。同じシンガーソングライターとしても昔から大好きで。そんな彼女が先日、大病から復帰してフェスにサプライズ
出演したのですが、歌っている彼女の姿を生で観て涙が止まりませんでした。その時に彼女が発した言葉もとても輝いていたんですよね。本当に素晴らしい
ミュージシャンだと思います。ジョニ、最高です !」
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ー新しいシステムを導入した『Rich 
Land Ai NFT』の総合プロデューサー及
びアンバサダーに GOD さんとSIZUKU
さんが就任されたそうですが、その経緯
というのは ?
GOD：『ビットコインボルト』というのがあ
りますが、それが世に出る前は“プロジェク
ト X”という名前だったんですね。それに
僕はかかわっていたんです。その話を聞
いたRichLand Ai株式会社の担当者から

“ぜひ一緒にやりませんか ? ”と言われた
んですよ。僕、『ビットコイン』の時に思っ
ていたことがあって。仮想通貨って“仮想”
なわけだから、みなさんは実態がないも
のに対してお金を払っているわけですけ
ど、実体経済がついているコインじゃない
と絶対にダメだと思っていたんです。『ビッ
トコイン』が脚光を浴びて、そのあとに似
たようなものがいっぱい出てきて、詐欺ま
がいなものがあったり、名称も“仮想通貨”
から“暗号資産”に変わったりもして、あん
まりいいイメージがないんですよね。僕は

界」が選らばれたんです。
ーそういう流れなんですね。なぜこの
曲が NFT やメタバースのプロジェクトの
イメージソングになったのか不思議だっ
たんです。魔法の国の姫と小人の空想物
語でありつつ、差別問題に焦点を当てた
曲ですもんね。
GOD：だから、僕らも絶対にこの曲は選
ばれないと思っていましたよ（笑）。
SIZUKU：でも、《ある日突然 見知らぬ世
界に 僕は飛び込んだ》で始まるし、見知ら
ぬ世界に飛び込むっていうところはリンク
するのかも !
GOD：ファンタジックな世界っていうのが
欲しかったのかな ?　まぁ、歌詞うんぬん
よりもノリというか、メロディーとサウンド
が良かったみたいです。“出だしのところ
が私たちを新しい世界に連れて行ってく
れるみたいで”って。
ー確かにイントロというか、鳥のさえず
りと♪ラリホラッタ〜という導入は別世
界へと引き込まれる感覚がありました。
GOD：SIZUKU も言ってましたけど、《あ
る日突然 見知らぬ世界に 僕は飛び込ん
だ》の“見知らぬ世界に”は NFT の世界で
あり、メタバースの空間ということなのか
なって。曲自体はかなり昔に作ったものな
んですけどね。25 年くらい前かな ?
ーGOD さんが“GOD”と名乗る前か
らあったそうですね。あと、GOD さんの
アルバム『GOD WORLD』（2020 年 5
月発表）にも収録されていますし。そもそ
もどんな曲を作ろうとしたのですか ?
GOD：ファンタジックなものを作りたかっ
たんですよ。で、どんなアーティストも地
下の世界のことを歌っていないと。“ア
ントマン”というのは“蟻”ですよね。あと、

『超人バロム・１』の戦闘員も“アントマ
ン”でした（笑）。そのまま“アントマン”じゃ
あ芸がないと。“アルトマン”ってどういう
意味か分かります ?

エンタメをやっているんで、仮想通貨とエ
ンタメを合体できないものかと思ったん
です。そうなると実在するものがあって、
それを買うのが現金じゃなくてコインにな
るという。それが NFT で使える実体経済
がついているコインであればいいんじゃ
ないかと。
ーNFT は数年前から注目されていま
すからね。
GOD：それが 2018 年くらいだったか
な ?　僕もそんなに詳しくはないんで調
べてみたら、要は唯一無二な価値ですよ
ね。有名無名関係なく、作品には唯一無二
な価値があると。じゃあ、それをどうやっ
て売ればいいかとなると、『OpenSea』と
いうニューヨークにある世界最大の NFT
マーケット…オークションサイトみたない
ものなんですけど、作品を『RichLand 
Ai NFT』に載せれば、『OpenSea』に
もつながって、世界中に売れる仕組みな
んです。例えば僕が絵を描いて、それを
300 円で出品して、それに対してオーク

ー調べたのですが…
GOD：実在しない言葉ですから（笑）。“ア
ルト”はアルトヴォイスの“アルト”なので

“低い”という意味なんですよ。階級が低
いっていうことなんです。インドで言うと
ころのカースト制度の最下層がアルトマ
ン。上層部が王様で、この曲の登場人物に
は中間層がなくて、アルトマンはコツコツ
と働いている…それこそアントマンです
よ。蟻が勤勉に働いて、それを王様が吸い
取っている。その復讐として、アルトマン
が王姫に変な薬を飲ませて小さくして、自
分たちの世界に連れて行ってしまうとい
う。自分たちの世界を知ってほしくて。そ
んな物語なんです。まぁ、今で言うところの

“上級国民”と“下級国民”ですね。
ーサウンドはサウンドで、もはや組曲で
すよね。
GOD：イメージ的にはふたつの世界を描
きたかったんですよ。王様と王姫の世界と
アルトマンの世界を。だから、サウンドも
変えているんです。
SIZUKU：GODって基本的に組曲が大
好きなんですよ。映画音楽やクラシックが
好きなんで。この曲だけじゃなくて、“これ、
歌うの ? ”と思ったことがいっぱいあるし

（笑）。それこそ 25 年くらい前、GOD は
自分の音楽を“ネオ・サウンド”って呼ん
でいて、組曲みたいな曲がいっぱい入っ
たカセットテープを聴かせてもらったこと
があったんです。私はクラシックをやって
いたから、そこまで抵抗はなかったんで
すけど、世間一般的な曲とは全然違うか
ら、当時はあまり受け入れてもらえなかっ
たんですよね。でも、今っていろんな曲が
あるから、やっと時代が追いついたのか
なって。
GOD：その当時は僕はゴーストライター
をやっていて、仕事で作っていた曲は俳
句調なんですよ。五七五なんですね。で
も、自分が作るネオ・サウンドは短歌だっ

ションが行なわれて、G3S コインという
仮想通貨で売買される…そのシステムが
ひとつのパッケージになっているんです
よ。もちろん有名な人だと注目されるけ
ど、全然無名の人…それこそ小学生が描
いたものでも、興味を持ってもらえれば売
れるわけです。出品するのは、絵画、音楽、
映像、アニメなど何でもいいし、すごく夢
がありますよね。
ーいろいろな可能性が広がっています
よね。これからのアーティストの表現の場
になるというか。
GOD：そうなんです !　僕はコンテンツ
をたくさん持っているんで、『RichLand 
Ai NFT』の担当者にコンテンツ提供と
いうかたちでかかわろうかと提案したら、

“GOD さん、コンテンツを集めてくださ
い”と依頼され、もともとはコンテンツプ
ロデューサーだったのが、いろいろ任され
ているうちに総合プロデューサーになっ
たっていう（笑）。で、それを宣伝するアン
バサダーが必要だってことで、ちょうどそ
のタイミングで SIZUKU に大きなタイ
アップが決まったこともあり、彼女が広報
宣伝大使になることになったんです。
SIZUKU：だから、今、NFT や仮想通貨、
メタバースのことを勉強しています（笑）。

『RichLand Ai NFT』から仮想通貨で
買った NFT 作品を自分の部屋に飾る…
そういうことができるのって素晴らしいと
思いますね。
ーそんな『RichLand Ai NFT』のイ
メージソングに「アルトマンの世界」が起
用されたんですよね。
GOD：そうです。『RichLand Ai NFT』
をエンタメに落とし込むには、まずは歌
が必要なので、“歌を作ろうよ”と持ちか
けて、イメージソングを作ることになった
んです。でも、新しく作らなくてもストック
はあるし、曲はいっぱいあるから、そこか
ら選んでもらったんですね。そしたらデ
ビューアルバムの中から「アルトマンの世

たんです。五七五七七っていう。だから、
組曲みたいになるんですよ。
ーあと、曲中にナレーションが入ります
が、GOD さんは仮面ライダー好きだから
それが大きいのかなと。
SIZUKU：あー、それっぽい（笑）。
GOD：完全にそれです !　“仮面ライダー
本郷 猛は改造人間である。彼を改造した
ショッカーは〜”みたいなナレーションって
ヒーローものには欠かせないですからね

（笑）。つまり、ストーリーを語ってくれる
別の人物が必要だったんです。でも、あれ
の入れどころが難しいんですよ。あと、僕
は台詞を覚えられないから SIZUKU に
半分あげました（笑）。
ー「アルトマンの世界」は『RichLand 
Ai NFT』のイメージソングなわけです
が、これはどこで聴けるんですか？ CD
化の予定とかは ?
GOD：まだ分からないんですよ。僕は盤
にするのが好きなので CD 化するかもし
れないですけど。イベント会場とかでは
流れるだろうし…まぁ、そこはこれからで
すね。
ーでは、GOD＆SIZUKU としての今
後の予定は ?
GOD：『GODドクター』の続編と映画版
を企画中です。そして、まだ言えませんが
誰もが知ってる世界的に有名な方の応援
歌をプロデュースするかもしれないです。
それはその時が来たらお話ししますね。

取材：土内 昇

チバテレで放送されて話題を呼んだドラマ『GOD ドクター』の監督主演の GOD と、同ドラマのヒロイン
で医療学会や医師からさまざまな医療認定を受けているシータ波シンガー・SIZUKU による GOD ＆
SIZUKU。RichLand Ai 株式会社が運営する近日中にオープン予定の『RichLand Ai NFT』の総合プロ
デューサー及びアンバサダーに就任し、昨年 5 月発売したデビューアルバム『闇に負けるな光を取り戻
せ！』より「アルトマンの世界」がイメージソングに抜擢された。…ということで、その経緯などについて
ふたりを直撃した！

“見知らぬ世界に”は NFT の世界であり、メタバースの空間

このインタビューの全文を公開中！！▶

■ GOD：仮面ライダー
「もう子供の頃から一貫していて、僕にとってのヒーローは仮面ライダーなん
ですよ。全世界を牛耳っている悪の組織と光の軍団の対決というのが、アルバ
ム『闇に負けるな光を取り戻せ！』のコンセプトだったんですけど、それも一
緒なんです。悪がショッカーで正義がライダーなんですよ。それを子供の頃に
頭に中に叩き込まれたんです。だから、1 号や 2 号がどうのじゃなくて、その
設定ですよね。ショッカーが本当にいると思っていたんで、やっつけないとダ
メだと思って街中を探し回っていましたから（笑）。そうやって善悪の区別を
するようになって、それこそいじめられっ子がいたらいじめっ子をぶっ倒し
たり。今の僕はこんな出立ちなんで悪っぽいんですけど（笑）、昔から表現して
いるのはそれなんです」

■ SIZUKU：ウォルト・ディズニー
「もともとディズニー映画は好きやったんですけど、ある時、NHK か何かで
ウォルト・ディズニー生誕 110 周年の特番を観たんですね。それで“この
人、すごいやん！”って感動して、かなりリスペクトの念が高まって、そこか
ら映画とかでも目線が変わりましたね。東京ディズニーランドやディズニー
シーに行っても、今まではただ楽しんでいただけだったのが、“こういうコン
セプトなんや”とか“だから、ここにこれがあるんや”って制作者の意図だった
り、裏側に興味を持つようになったんですよ。それこそ登場人物のバックスト
リーを考えるようになったり。それはディズニーに限らず、そういうところに
目が行くようになったんで、私を変えてくれた人っていう意味でもヒーロー
ですね」

今月のお題：『あなたにとってのヒーローは ?』

L → R　SIZUKU、GOD





Pop’n’Roll
https://popnroll.tv/

聖菜
アイドルメディア『Pop'n'Roll』の聖菜インタビューのアウトテイクカット。記事では、白い
肌が印象的な“天使ボディ”を大胆に披露し、ほぼすべてのページにわたって肌見せ全開
のカットを収めた『聖菜1st 写真集 anela』の制作エピソードについて語っている。

Amazon 限定写真集の
販売ぺージはこちら▶インタビューはこちら▶



ヒア：2008年活動開始。ハイテンションという名の“熱中”を追求す
るロックバンド。18年5月に結成10周年を記念して『ハイテンショ
ンフェス』を初開催し、私立恵比寿中学、9mm Parabellum Bullet、
アルカラなど親交のあるアーティストが集結。同年9月にはZepp 
DiverCity（TOKYO）でバンド史上最大規模のワンマンライヴを敢
行。20年12月に6thアルバム『風に吹かれてる場合じゃない』を発
表し、21年11月にはCD+DVD盤の売上げを『Music Cross Aid 
ライブエンタメ従事者支援基金』に寄付するプロジェクト『POWER 
TO JAPAN 2021』を立ち上げた。　http://here-web.com/

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！

研ぎ澄まされた言葉や音を表現していきたい

HERE

HEREが2020年12月リリースの6thアルバム『風に吹かれてる場
合じゃない』以来、1年10カ月振りのオリジナル音源となるEP『詩に
なる』を完成させた。そんなHEREはロック現場主義を貫き、緊急事態
宣言下においても『ハイテンションフェス2021』の開催や、全15組
のアーティストが参加したチャリティープロジェクト『POWER TO 
JAPAN 2021』を立ち上げるなど、コロナ禍でも決して止まることな
く活動を続けてきた。

「対バンライヴは未だに少ないですけど、人前で歌うことやバンド仲
間と何かを成し遂げるというところで、改めて人とのつながりを大事
にした期間でしたね。そういう経験が自分たちの力にもなりました」

（尾形）
「ライヴを大事にするのは昔から変わらないけど、今は当日まで開催
できるのか分からない状況なので、ひと際ライヴの重みを感じながら
活動しています。“もっとたくさんの人を巻き込んでいくにはどうし
たらいいんだろう？”と、より真剣に考えるようにもなって、発信する
こと、伝えていくことの大切さを強く感じています」（武田）

前作から今作までの期間はコロナ禍での活動制限や生活様式の急
変に加え、元メンバーである宮野大介の死や尾形回帰に長男が誕生す
るなど、人生の転機となる出来事が続いた。『詩になる』にはそれらの
経験や感じたことが楽曲に落とし込まれている。

「今年の2月から3月にかけてツアーをやっていたんですけど、ツアー
直前の１月に元メンバーの宮野大介の訃報が入って、個人的な話では
3月に子供が生まれまして。宮野は15年以上バンド活動をともにして
きた仲間ですし、頼りにしていた存在だったので、いなくなってしまっ
たことにすごく喪失感がありました。仲間の死と子供の誕生を経験す
ることで、生きることや死ぬことについて改めて考えさせられて、自分
の人生観も大きく変わりましたね。やはり歌詞にも影響はあって、これ
から次作のアルバムに向けて曲を作っていきますけど、ここからでき
る曲は今までとは変わっていきそうな気がしているんです」（尾形）

これまでの人生を振り返りながら、歌うことや曲を作ることの意義
を歌詞に綴った「詩になる」は、メンバーの音楽人生の転機となり、指
針になるような重要曲になった。

「自分たちもいつ何があるか分からない中、時間が限られていること
を改めて感じたので、その中でどんな言葉を選んで、どう発信してい
くかを見極めて、研ぎ澄まされた言葉や音をひとつひとつ表現してい
きたいと思って作りました」（尾形）

「尾形の歌詞はノンフィクション感が年々増していて、言葉に人生を
刷り込んでいると感じています。だから、ここまで曝け出してくれる
人に対して、恥じないような、負けないような演奏をしなきゃいけな
いと。「詩になる」もそうですけど、僕も“自分の人生を少しでも多く作
品に落とし込んでいきたい”という気持ちは、前作くらいからすごく
強くなっているんです」（武田）

ライヴハウスは未だ規制が多く、ロック現場主義のHEREもフロ
アーをハイテンションに盛り上げるようなライヴ仕様の曲が作りづ
らい状況ではある。そんな中、ライヴで聴くのはもちろん、音源だけで
も十分に満足のできるEPを作り上げた。

「曲の作り方自体は大きく変わっていないと思うんですが。あえて言
うと、フロアーで声を出して手をあげるような曲というより、内省的
な曲になっていますね。この1、2年でライヴのやり方が変わって、
今のスタイルがだんだん定着してきたところもあるので、自然とそ
の影響が出ていると思います。今まで“HEREはライヴがいい”と言
われることが多くて、その反面“音源がライヴに勝てない”みたいに
言われることもあったので、音源だけで成立するものにしたいとい
う気持ちは常にあるんですけど、今作はいつも以上に丁寧に演奏し
ていて、楽曲やアレンジも含めてクオリティーは上がっていると思
います」（尾形）

「“音源もいいんだよ！”って胸を張って言えるようにするには、まだ
まだ課題がたくさんあるので、ライヴも音源も満足できるものにした
いと常に思っています」（武田）

9月30日の東京・渋谷Spotify O-Crest公演からはEP『詩になる』
を掲げてのツアー『SONG FOR YOU』がスタートし、10月22日に
は渋谷duo MUSIC EXCHANGE、Spotify O-Crestでの2会場往来
型ライヴ『ハイテンションフェス 2022』を開催するHERE。そのライ
ヴと音源の魅力を目と耳で体感してほしい。

「最近のライヴではレアな曲も掘り起こしたり、曲同士をマッシュ
アップしたりしていているので、このツアーでも新曲を演奏しなが
ら、昔の曲も新しい表現方法で蘇らせて、新旧取り揃えていきたいと
思っています。HEREらしい挑戦をしっかり見せて、この先につなが
るライヴにしたいです」（尾形）

「HEREに“やらない”という選択肢はなくて、“やる”しかないですか
らね！」（武田）

取材：フジジュン

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

Digital EP　9/3 Release

『詩になる』
HERE
HERE-021
￥2,200（税込）
※ライヴ会場＆通販限定でCD販売

L→R　三橋隼人（Gu）、尾形回帰（Vo）、武田将幸（Gu）

結成15周年に相応しい集大成的アルバム
「音源を作って、ツアーを回って、また音源を作って…というのを繰り返していたら15
年経っていたんです」（洞口）

「気づいたら15周年って感じで（笑）」（川村）
メンバーはそう語っているが、岩手県盛岡出身の3ピースロックバンド・SWANKY 

DOGSによる3rdアルバム『流転』は、結成15周年という節目に相応しい集大成的な作
品だ。新境地にも挑みながら、バンドが持ついろいろな面を反映した多彩な全10曲。“か
なり密な日々を過ごしてきたと思います”と長谷川快人（Dr&Cho）が振り返るこの15年
の間、3人がバンドの音楽性を磨き上げることに情熱を注いできたことを物語っている。

「何十曲も作って、その中からスタッフと一緒に曲を選んでいきました。アップテンポ
のロックナンバーやシーケンスでストリングスを入れたもの、鍵盤を入れたもの、学生
の頃に聴いていたようなメロディックパンクっぽい曲もあるし、もっと歌に寄った曲
も作れると思っているので、自分たち的なバリエーションというか、偏らないように意
識はしていたかもしれないです」（洞口）

そんな楽曲の良さもさることながら、曲ごとに趣向を凝らしたバンドアンサブルに
もぜひ耳を傾けていただきたい。UKロックを思わせる音像が印象的な「季節の変わり
めに」、歌とギターを中心に隙間を活かすという、SWANKY DOGSには珍しいリズム
に取り組んだ「息も出来ない」、今一度、J-POP的なバラードに真正面から取り組んだ

「ルチル」ほか、彼ら自身もカメオ出演した2018年公開の映画『書くが、まま』の主題歌
に使われた「こえ」の収録もファンには嬉しいところ。そんな曲の数々を締め括るのが
メロディックパンク調の「gift」だ。“なぜ自分たちが音楽をやっているのか？”という理
由を歌った歌詞も含め、バンドの初期衝動を叩きつけるこの曲が印象づけるのは、アル
バムの終わりではなく新しい始まりだった。

「“これからもそうだよ”ってことを言いたかったのかもしれないですね」（洞口）
その言葉どおり、結成15周年を経てSWANKY DOGSの活動はこれまでと変わら

ず転がり続けていくに違いない。
取材：山口智男

SWANKY DOGS

自分の中では前向きな別れの歌
今年は立て続けにアッパーな楽曲を配信リリースしてきた平岡優也だが、新曲「ソン

グレター」はファン待望のバラード。別れを歌ったこの曲は《「会いに行くから」それが
最後の言葉だっけな》というショッキングな歌い出しから始まる。

「この曲は実体験です。“会いに行くね”みたいなメッセージをLINEでもらって、それが
最後になりましたね。“またね”と言っていたのに2度と会えなかったという経験は僕
だけじゃなく、みなさんにもあるかもしれない。また、僕を知らない人に曲を聴いても
らうためには曲が流れた瞬間に“この人の声、いいな”とか“この歌詞、いいな”と思って
もらわないと、“もう10秒聴いてみよう”にはならないんですよね。だから、今回は歌い
出しと1行目に命を懸けました」

亡くなった友人への想いを歌った同曲。友人を亡くした直後は“どうして？”“なん
で？”ということばかりを考えて、絶望していた時期もあったと彼は打ち明ける。

「今を生きている人たちがどう頑張っても、どう考えても、いなくなった人はもう戻っ
てはこない。“じゃあ、今の僕が思うことってなんだろう？”と考えたら、感謝の気持ち
しかなかった。なので、“ありがとう”と歌っています。悲しいバラードですけど、自分の
中では前向きな別れの歌なんです」

歌詞に続いて驚いたのが歌唱だ。これまでなら透明感ある美声できれいにメロディー
をなぞっていたが、今作は曲に入り込んで感情的なぶん、擦れ気味な声で歌う部分もあ
り、それが逆にメランコリックな感情に訴えてくる。

「音楽活動を始めて10年経ったからか、今はこうやって粗めに歌っても“いい味”が出
るようになりました。歌い手として次のステージへ行き、次の引き出しをどんどん開け
ていきたいんですよね」

そして、11月からは東名阪のライヴハウスで開催するツアー『平岡優也 Tour2022
「∞ - infi nity -」』も決定している。
「ライヴハウスでの東名阪ツアーは初めてなんです。10月にリリースするミニアルバム『∞ - 
infinity -』に収録される新曲はマストで歌わせていただくので、ぜひ遊びに来てください！
そして、2023年はもっとライヴの開催地を広げていきたいですね」　　　　　取材：東條祥恵

平岡優也

Digital Single　8/31 Release

「ソングレター」
halu records
halu-009

ヒラオカユウヤ：1992年10月17日、秋田県秋田市出身のシンガーソング
ライター。観客が撮影した路上ライヴの動画がYouTubeなどにアップさ
れ、そのうちのひとつの動画が瞬く間に900万回再生に到達し、“通行人が
足を止める歌声”と話題に。22年8月に配信シングル「ソングレター」を発表
後、10月にミニアルバム『∞ - infi nity -』をリリースし、11月からは東名阪
ツアー『平岡優也 Tour2022「∞ - infi nity -」』を開催する。
https://yuyahiraoka.com/

L→R　川村 聡（Ba＆Cho）、洞口隆志（Vo＆Gu）、長谷川 快人（Dr＆Cho）

Album　9/14 Release

『流転』
PEACE-MAKER
PML-2007
￥3,300（税込）

スワンキードッグス：岩手県出身の3ピースロックバンド。各地のフェスやイ
ベントにも出演し、ライヴを軸に活動の幅を広げている。2014年に1stアル
バム『何もない地平線の上から』を発表し、約100本に及ぶ全国ツアーを実施。
15年はミニアルバム『In The City』をリリース後、岩手県公会堂大ホールで約
400人を動員。17年にはミニアルバム『イデア』を発表し、都内では初ワンマン
となる下北沢SHELTER公演も成功に収めた。　http://swankydogs.net/



イリエンチー：2020年1月、元MOSHIMOの宮原 颯（Vo＆Gu）と
本多響平（Dr＆Cho）が新たに結成。恥ずかしいほど正直な心の声や
日常に潜んだセンシティブな感覚を紡いだ詩と、どこかほっとする
メロディー。ポップにまとまりながら攻撃的な一面のあるテクニカ
ルな演奏など、4人それぞれの感性が絡み合い、先が読めない非凡な
可能性と美学を秘めた4ピースバンド。結成同年4月に1stミニア
ルバム『START』、21年10月に2ndミニアルバム『〇〇者（読み：ナ
ニモノ）』を発表。22年4月には初の全国流通盤としてミニアルバム

『AMPLITUDE』をリリースした。　https://www.irienchy.com/

ナイトグローリー：2014年に活動開始。破壊的で激情的なバンドア
ンサンブルに、儚いピアノサウンドと切ないメロディーが合わさる
4ピースオルタナティブロックバンド。22年8月に1stアルバム

『if one mislaid,』をリリース。愛知県岡崎市を拠点に、名古屋、東京、
大阪などのライヴハウスで活動中で、10月9日に愛知・安城 Radio 
clubで行なわれる『オカザキイン ディーズワールド』、11月5日に
東京・大塚にて開催のサーキットフェス『The;Cutlery主催「東京
type」』への出演が決定している。
https://night-glory-01.jimdofree.com/

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！

夏の流星群をモチーフにした片想いソング ルーツと変化を投影した1stフルアルバム

irienchy Night Glory

今年4月にミニアルバム『AMPLITUDE』で全国デビューを果たし
たirienchyが、早くも配信シングル「ヒトミシリ流星群」を完成させた。
今作の作詞は井口裕馬（Ba＆Cho）、作曲は井口と本多響平（Dr＆Cho）
の共作となっている。

「サウンドのイメージだけで僕がざっくりとしたデモを作って、メン
バーに投げたのが最初です。2021年の終わり頃にはみんなで共有し
ていました」（本多）

「そのまま手つかずで眠っていたので、僕がメロディーと歌詞をつけてみ
る流れになりました。以前に「海底」（2021年10月発表のミニアルバム

『○○者』収録曲）という曲で生まれて初めて作詞作曲を担当したんです
けど、作りながらついサウンドのほうに傾倒しがちなところがあったんで
すよね。だから、歌詞を大切にした曲作りにトライしてみたくて」（井口）

具体的な世界観ついては、バトンを受けた井口が作っていったという。
「ロック調のサウンドだった響平のデモに対して、まったく合わないよ
うな歌詞をあえて当てはめてみたり、試行錯誤するうちに夏の流星群
をモチーフにしたラブソングに行き着きました。夏の流星群ってかな
り光が強くて、スピードが速いのが特徴らしいんですけど、それが思春
期の恋愛経験に似ていると思ったんです。ウズウズして気持ちがすご
く燃え上がった反面、振り返ってみると一瞬で過ぎていってしまった
感じなので。そんなほろ苦さも込めた曲ですね」（井口）

「でも、裕馬からもらった第一稿の音源はめっちゃヤバかったんです
よ！　特にAメロはぶっ飛びすぎていて理解不能だったんで、何度か
裕馬に直してもらいました。自分の感情と照らし合わせて納得がいく
ものじゃないと、やっぱり歌えないですからね。だけど、サビは最初か
らスッと入ってきて、聴いた瞬間に“絶対にいい曲になる！”っていう
確信があったんです」（宮原）

歌い出しの《わかってるんだよ》も、後悔と諦めと希望が混ざったよ
うなニュアンスがあって印象的だ。

「僕も大好きな部分です。分かっていないくせに《わかってるんだよ》と
言っているんですよ、この主人公は。片想いした時って“どうせ無理だ
ろうな”とか、結果がだいたい予想できていたりするじゃないですか。
でも、どこかでうまくいく可能性を願わずにいられない自分もいる。

「ヒトミシリ流星群」はそんな経験がある人に共感してもらえる片想い
ソングになったと思います。恋愛のどうしようもないモヤモヤを、“あ
んなに人を好きになれて良かった”という気持ちを、歌と音で絶妙に出
せましたから」（宮原）

愛知県岡崎市を拠点に、東名阪のライヴハウスで活動中の4ピース
バンド・Night Gloryが念願の1stフルアルバム『if one mislaid,』を
リリースした。2014年末から活動を開始し、メンバーチェンジを経て
2018年末に現在の編成となった彼ら。それ以降もバンドには多数の
変化が訪れた。まずひとつは、作曲を担当するけいや（Gu&Cho）がオ
ルタナティブロックやシューゲイザーへ傾倒したことだ。

「僕はMr.Childrenが大好きで、ミスチルに一瞬だけファズを使う曲が
あって“ポップスでもファズが使えるんだ!?”と興味が湧いて買って
みたんです。それが3年ぐらい前で、ファズの持っている破壊的なサウ
ンドに惹かれていって、オルタナティブロックやシューゲイザーに出
会ったんです」（けいや）

同時期に地元である岡崎以外の土地でもライヴを行なう機会が増
え、そこでオルタナ／シューゲイザーバンドとの出会いを果たす。

「実際にオルタナやシューゲイザーを取り入れたバンドのライヴを観
たことが、Night Gloryの曲作りに対するモードが変わる大きなきっ
かけになりました。ファズにさらにリバーブやディレイを重ねた時に
しか得られない陶酔感が気持ち良くて、どんどんのめり込んでいきま
したね」（けいや）

唯一のオリジナルメンバーである桃（Vo&Key）も、そんなけいやの
変化に好意的だった。

「私がきのこ帝国みたいな音の雰囲気が好きだなと思っていたタイミ
ングで、けいやがオルタナやシューゲイザーにハマりだしたんです。
ちょうど自分もそういうのがやりたいと思っていたところだったし、
なんとなく自分の歌声に合う音楽性はオルタナやシューゲイザー方面
なんだろうなとも感じていて。だから、“いいじゃん！”という気持ちし
かなかったです」（桃）

音楽性の変化からほどなくして、桃はキーボードヴォーカルへ転
向。曲作りの最中にピアノを入れる案が浮かび上がったことが理由だ
という。

「母がピアノの先生だったのもあって、小学校の低学年までピアノを
やっていて。ピアノをやめてからだいぶ時間が経っているし、バンドで
どう合わせればいいのかも分からないけど、“試しにちょっとやってみ
ようか”って感じで弾いてみたら、私はギターよりピアノが好きだと気
づいて、完全にシフトチェンジしました」（桃）

その後、ホームである地元ライヴハウスの閉店、コロナ禍などの環境
の変化があった中で『if one mislaid,』を完成させる。配信リリースさ

アレンジも流れるような展開となっていて、以前よりグッと聴きや
すくなった。

「実は初めてアレンジャーさんに入ってもらい、共同プロデュースのか
たちをとりました」（諒孟）

「宇多田ヒカルさんをはじめ、幅広いアーティストの方々とお仕事をさ
れている西平 彰さんと作業させていただきました。そういった挑戦を
することでirienchyがもっと良くなる気がしたし、実際ものすごく勉
強になりましたね」（宮原）

「コードの選び方とか、歌に対しての装飾音の当て方とか、リズムの作り
方とか。いろんな切り口を教えていただいて、発見だらけでした」（諒孟）

「より削ぎ落としたアレンジにできたんじゃないかと思いますね」（井口）
「BPMは決して速くないんですけど、疾走感もじんわりとある曲なの
で、ドラムはノリやすさをキープしつつ、あまり余韻を残さないように
叩きました」（本多）

そして、9月から10月にかけては『irienchy秋のミニツアー 2022 
〜 What a wonderful house! 〜』が開催される。

「これまでの自分たちがダメだったなんて言うつもりはないんですけ
ど、そう思っちゃうくらいに今のirienchyが仕上がってきているので、
たくさんの人に観てもらいたいです」（宮原）

「“なんて素敵な家なんだ！”というタイトルのとおり、お客さんも対バ
ン相手も引っくるめて参加して良かったと思ってもらえる温かいライ
ヴにしたいですね」（本多）

「ライヴを重ねるごとに、友達やかかわってくれる人が増えたりして。
そういう中で生まれた僕たちの変化を感じ取ってもらえたら楽しいと
思います」（井口）

「ツアーを楽しみながら、目の前にある壁をぶち壊していきたいです」
（諒孟）
「一本一本のライヴで想いをしっかり伝えたいですね。当たり前のこと
ができない時期があったからこそ、絶対に後悔しないライヴをしたい。
あと、僕が irienchy結成前にそうだったように、悩みをなくすために
生きている人って多いと思うんです。そんな経験をした自分がどうし
たいかと考えたら、やっぱり“悩みをなくす＝みんなを笑顔にする”た
めに生きたいなって。軽くとらえられてしまいがちだけど、そこはちゃ
んと言っていきたいです。来てくれた人たちに楽しんでほしい気持ち
は、他のどのバンドにも負けません」（宮原）

取材：田山雄士

れた「dead piano」（2021年3月）、「key」（2021年9月）のリアレ
ンジバージョンなど全8曲を収録した今作は、バンドのルーツである
J-POPやJ-ROCKに、現体制になってからの約3年間で手に入れたピ
アノロック、オルタナティブ、シューゲイザーの要素が加わった作品
となった。

「レコーディングの最中に曲を作ったりもしていたので、バンドの変
化が反映されたアルバムになりました。一貫していたのは打ち込みを
一切使わず、全部アナログな手法で録ることでしたね。環境音はもと
もとある素材ではなく、自分たちで録音してきた音を使っていて、そ
ういう意味でも時間をかけた制作でした」（桃）

「オルタナティブロックやシューゲイザーをやっているインディー
ロック系のバンドは、ちょっと反商業主義的な傾向がある気がしてい
て。そんな音楽性だけじゃなくて精神性にも惹かれて、先人の影響から
アナログな機材を使ってレコーディングをしました。現代的な音では
ないかもしれないけど自分たちの好きな音にできたし、ひとつひとつ
の音にこだわれたのも面白かったです」（けいや）

けいやが作曲し、彼がつけた仮タイトルや曲作りの際に思い描いて
いたものからインスピレーションを受けて桃が作詞をする。彼女の描
く詞世界は彼女がとらえたアニメや映画の世界、自身の過去や未来、違
う世界線の自分など、想像の先にある世界が多い。

「今の人生に後悔をしているわけではないけど、“違う人生を歩んでい
たらどんな楽しみを見出していたんだろう？”と考えることがよくあ
るんですよね。歌詞でよく“夢”という単語を使いがちなのは、自分のそ
ういう性質が影響していると思います」（桃）

1stフルアルバムをリリースするという大きな節目を迎えたNight 
Glory。この先に懸ける想いもアツい。

「最近は演奏に集中してライヴができるようになったと感じるので、
観てくださる方々にも曲をじっくり聴いてもらえるようなライヴが
できているとも思います。アルバムを作ったことでやりたい音楽の
方向性が定まってきた実感もあるから、これまでのNight Gloryを
知っていた人には今のNight Gloryを知ってほしいし、音楽が好き
な人にもっと私たちの存在を知ってもらえたらいいなと思っていま
すね」（桃）

「すでに次のアルバムに向けて大まかなテーマを考えています。これ
からのNight Gloryもぜひ注目していただきたいです」（けいや）

取材：沖さやこ

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

Digital Single　9/7 Release

「ヒトミシリ流星群」
BIGRANDE MUSIC

Album　8/10 Release

『if one mislaid,』
Night Glory
WTMH-1001
￥1,800（税込）

L→R　本多響平（Dr＆Cho）、諒孟（Gu＆Cho）、宮原 颯（Vo＆Gu）、井口裕馬（Ba＆Cho） L→R　四月（Ba＆Cho）、けいや（Gu＆Cho）、桃（Vo＆Key）、たけ（Dr＆Cho）
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自分が発信して
続けていかなきゃいけない

千々和：おふたりが運営されているYou
Tube チャンネルは、音楽業界の裏方なら
ではの企画が多いことが共通していると思
います。ライヴハウスが生配信ライヴのた
めにチャンネルを作るという流れがあった
ので、2020年は音楽業界でもYouTube
が盛り上がっていましたけど、徐々に生配
信ライヴが減ってきて、今はチャンネル運
営が止まっていることが多い印象です。
二位：儲からないし、ネタが尽きた方もい
るでしょうしね（笑）。
安藤：労力に見合わないんですよ。ペイ
バックが確実にあるものではないし。自分
で運営していてもそう思います。
石田：映像編集自体がいきなり始めようと
してできるものでもないので、続けていく
にはハードルが高いでしょうね。やりたい
こととできることのギャップも大きくなっ
ていくだろうし。
千々和：おふたりがそれを今も続けてらっ
しゃるのはどうしてですか？
二位：そうですね…始めたからには続けな
いといけないし、コロナ禍もまだ終息して

です。そもそも裏方ってそういう思いつき
を発信することで、誰かがついてくるよう
な役割じゃないかなと。

楽しい挑戦ができるのが
ロックだった

千々和：YouTube は労力には見合わな
いけど、おふたりとも“主役は自分ではな
い”というスタンスだからこそ、裏方の仕
事の一環として続けていると。それにして
も、安藤さんは電動キックボードで北浦和
から富士山まで移動したり、1 カ月間の雪
山修行に出たりと、裏方らしからぬ身体の
張り方をしていますよね。
二位：安藤さんは小さい頃からバカな遊
びが好きだったりするんじゃないですか？
安藤：めっちゃ好きでした（笑）。
二位：例えば、野球をやるにしても野球部
に入ってやるんじゃなくて、放課後に稲刈り
後の田んぼとかでとかで友達と集まってや
る野球が好きとかね。やっていくうちに“セ
カンドベースはいらないんじゃない？”みた
いな話が出て、独自のルールでやることが
面白い的な。
安藤：分かります！　ニューベースボール
が生まれるんですよね（笑）。
二位：こういう楽しい挑戦が実現できる
ものがロックだったという感覚があるん
ですよ。型にはまらない発想で遊べるみ
たいな。僕はそれが楽しいと思って過ごし
ていたら、なぜかライヴハウスの人になっ
ちゃったんですよね。
安藤：僕は16 歳から 20 年以上、バンド
活動やライヴハウスの運営で音楽にかか
わっていますけど、音楽を始めた頃はイン
ディーズバンドが飽和状態になるくらいに
活動していたんですよ。あの時はお金に
なるからバンドをやっている人が多かった
んですよね。
二位：そうそう！　安藤さんの世代のバン
ドはそういう考えがあったよね。バンド活
動に関しては、取り組み方がだいたい 3
種類あると思うんですよ。趣味やバイト感
覚だったバンドはすぐに辞めちゃう。自分
で会社を起こしたり、お店を作ったような
感覚のバンドは続けるしかない。あとは、
仕事やお金に余裕があるからバンドも楽
勝でできるという人。活動が食い口になっ
ている人は死に物狂いで続けなきゃいけ
なくて、最近はその差が世代によって出て
きちゃった気がしますね。
千々和：二位さんはその 3 種類で言うな

いないからね。自分のライヴハウスがそれ
で儲けようとか視聴数を上げようという考
えはあまりなくて、ロック全体を盛り上げ
る方法のひとつとして、こういうやり方も
あるということが広がってくれたらいいな
とは思います。僕はロックに対して、演奏だ
けに特化しすぎていることに懸念を抱い
ているんですよ。そのバンドを知っている
人は好きなままでいられるけど、ロックや
ライヴハウスに興味を持っていない人が
ライヴハウスに遊びに来るきっかけが作
れない時代になっていると。エンタテイン
メントの面白さをうまく使っている人は音
楽界隈以外にもたくさんいるし、他業種の
動画の再生数やチケットの販売数が伸び
ているという状況を目の当たりにした時に、

“昔はロックの人がこういうことを積極的
に取り組んでいたのに、今はロックの人が
一番やらなくなったな”と思ったんです。だ
から、自分が発信して続けていかなきゃい
けないと考えて続けている気がします。音
楽に入る手前のカルチャーみたいなもの
を作っていかないと、ロックに先がないん
じゃないかと思ってしまうんですよ。
安藤：僕は今39歳なんですけど、僕の時
代でもインディーズバンド図鑑的なムック

ら、やるしかないモードになるんですか？
二位：だって、止めたら終わっちゃいますか
ら（笑）。これは笑い話ですけど、年末年始
は何カ所のライヴハウスに出られるかって
いうのをバンドが競い合う風潮があるの
に、10 年くらい前から“家族がいるから大
晦日は家で過ごしたいんですよね”という
バンドが出てきたんですよ。その時は“い
や、俺にも家族がいるけど…これで生きて
るからやるんよ”と思って。でも、コロナ禍
に入って初めて大晦日を家で過ごすこと
になったら“意外といいね。むしろ、大晦日
は家で過ごす”っていう気持ちに 2 秒だけ
なったり（笑）。そういう隙間感は少し出ま
すよね。けど、これで生きてるから！

続けることで新しい種が
生まれるきっかけになる

岩田：安藤さんは動画でご自身のことを“フ
リーター”と紹介していて、生活を削ってで
も活動をしている印象があるのですが。
安藤：2020 年に青春を注ぎ込んだ自分
のライヴハウスがなくなってしまい、その
あとにコロナ禍になったんですね。北浦和
KYARA は経営不振で潰れているからこ
そ、生活が苦しくなると分かっている段階
から今の活動がスタートしているんですよ

（笑）。僕はイベント企画が本職ではない
から、必ず開催しないといけないもので
はないけど、ライヴハウスがなくなった経
験が生活を度外視してでも頑張れるモチ
ベーションにつながっていて、健やかな気
持ちで今を頑張れていると思います。
石田：安藤さんはコロナ禍に入ってからク
ラウドファンディングを途中で諦めたとの
ことでしたが、それは世の中の状況を見
つつ判断されたのですか？
安藤：“新しいライヴハウスを建ててよ”と
言ってくれる声が大きくなるにつれて怒り
が大きくなって、“自分たちの希望のために、
何で僕が動かなくちゃいけないんだ！”と
いうモードに入ってしまったというか…僕自
身、そもそもクラウドファンディングはした
いと思っていなかったんです。コロナ禍で
状況が変わった時に辞めたいと思ったんで
すけど、そうは言ってもすぐに辞められな
いくらいの数の人たちがかかわってくれて
いたから悩みました。僕がお金を持ってい
て、クラウドファンディングをしなくてもい
いならそれが一番良かったし、誰かに援助
してもらってライヴハウスを立て直すのも
良かったんですけど、それは本当はしたく

本を買って、バンドの情報を集めたりして
勉強していたことがあったんですよね。そ
んなことを思い出しつつ、今はそういう本
を出したとしても、読者は好きなバンドや
知っているバンドのページしか読まない時
代だと思うんです。それって YouTube も
一緒じゃないですか。自分の目当てのチャ
ンネルしか観ないし、ゲームが好きだった
らその関連のものしか観ない。それは時
代の流れだから仕方がないと思うし、なん
なら昔からそうだったとも言える気がしま
す。まず誰かが集めた情報を得て、その先
をもっと知りたいと思える人間が深入りし
ていくイメージなんですよね。YouTube
を通して自分自身が影響力を持ちたい気
持ちもなくはないですが、僕が全てじゃな
くていいんです。レコード屋で自分好み
のレコード探していて“見つけた！”ってい
う、あの宝探し的な楽しみは今もあるはず
なのに、探そうとする人が少ない時代なの
で、“自分で深堀していくきっかけになれた
らいいな”という想いが、僕が YouTube
をやっている原動力のひとつだと思いま
す。僕の動画を観て“俺もやってみたい！”

“私ならもっとうまくできる！”とか、そん
なことを思ってもらえたらそれでいいん

今回は東京・下北沢 CLUB Que を運営する二位徳裕氏と、埼玉・北浦和 KYARA 元店長の THE 安藤（父ア
サシン / 母美智子）氏を招いて座談会を実施。それぞれの YouTube チャンネル『QueTube』『移動するライ
ブハウス KYARA（概念）』を使って定期的に動画投稿を行なっているふたりだが、ビジネスとして成立させ
るには難しいことに取り組み続ける理由は何なのか？　その根本にある想いを語ってもらった。

今月のテーマ：音楽シーンのために裏方ができること

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

二位徳裕
1988 年にインクスティック芝浦に入店し、当時最
高レベルのロックシーンを経験させてもらったあ
と、下北沢屋根裏で店長を担当。94 年よりCLUB 
Que を運営。

石田博嗣
大阪での音楽雑誌等の編集者を経て、music UP’
s＆OKMusic にかかわるように。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。

岩田知大
音楽雑誌の編集、アニソンイベントの制作、アイドル
の運営補佐、転職サイトの制作を経て、music UP’s
＆OKMusic の編集者へ。元バンドマンでアニメ好
きの大阪人。

移動するライブハウス
KYARA（概念）
◀YouTube チャンネル

下北沢 CLUB Que
東京都世田谷区北沢 2-5-2

 ビッグベンビル B2F
YouTube チャンネル『QueTube』▶

THE 安藤 ( 父アサシン / 母美智子 )
2020年1月、店長として10年間勤めた北浦和
KYARA が閉店。現在は“移動するライブハウス”と
して、埼玉のインディーズバンドをサポートしている。

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。

https://okmusic.jp/

この座談会の全文を公開中！！▶

なかったことなので。結局のところ、自分が
新しいことを始めるよりも、周りのライヴハ
ウスがクラウドファンディングで踏ん張ろう
としているなら、そこに投資するほうがよっ
ぽど業界のためになるなと思いました。
千々和：おふたりは自分自身のことよりも

“自分の行動が音楽シーンにおいてどう
影響するか？”という視点を第一に持って
いると思いますが、正直言ってそんな人ば
かりではないので、その信念を持って活動
を続けるのって難しいことも多いのでは
ないかと思います。
二位：その箱の経験値や運営者の立ち位
置でも感覚が違うかもしれないですね。だ
から、音楽業界の小さな疑問を YouTube
で発信してみたいと考えることもあります
が、それをすることで“誰かに迷惑がかか
るかな？”とか考えてしまうから難しくて。
でも、音楽シーン全体がビジネスに寄りす
ぎて、現場感だったり、柔らかい考え方や
疑問を発信しないとなると、若いバンドに
悪影響を与えてしまうと思ったりもします
よ。きれいだとか都合のいいところだけを
見て、足元が見えなくなる子たちもいるし。

“がむしゃらにやってきたらとても楽しい
結果になった！”とかが大事で、それがつな
がって収入になったというドラマもあると
思うので、どんどん挑戦してほしい気持ち
はありますし、その現実を発信しなければ
いけない気もしています。まぁ、そこについ
ては安藤さんにお任せしてね（笑）。
安藤：あははは！　頑張りますけどね（笑）。
二位：一緒に頑張りますよ！　怒られ役や
嫌われ役に立ちながらも頑張る人がいる
から先へ進めるはずなんで。
安藤：そうですね。恐れずに発信していこ
うと思います。
二位：悪口とかではなく、愛がある内容で
発信ができればいいよね。でも、ロックの発
展もそうやって反動を受けながら新しいも
のを発信して進んできたので、YouTube
での発信を続けることで、きっと新しい種
が生まれるきっかけになると思います。
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9mm Parabellum Bullet の菅原卓郎さんのインタビューは、アル
バムタイトルについてのコメントを読むことができて良かったです。“9”
がつくバンドの 9 枚目ということで、“9”に絡めた言葉になるのか気
になっていましたが、今回のインタビューを読んでから聴き込むうちに

“TIGHTROPE”で大正解だと納得しました。調子が良い時も、ギリギリ
の時も、9mm の音楽は側にいてくれると再確認できました。

（20 代・女性・wrbmch）

岡咲美保さんの 1st アルバムに関する記事は、タイトルや歌詞を御本人
が考えられたとのことで、そのことに対して記者が掘り下げてくれて、知り
たいことを奥深くまで知ることができました。魅力的なアルバムがより魅
力的に感じれてとても幸せなインタビューでした。

（10 代・女性・ゆうか）

『music UP's Q!』の「最近見た夢の話」は普段アーティストにはなかな
か訊かない質問だし、その人の素が見えたような気がしてファンには嬉し
い企画でした。

（50 代以上・女性・ゆきんこ）

angela のインタビューは“これでもか”というくらいに angela らしさが
出ていて笑いました！

（20 代・男性・るっち）

和楽器バンドの『ボカロ三昧 2』の記事が興味深かったです。8 周年を記
念して制作されたアルバムへのアツい想い、曲に合わせてアレンジの仕
方を変えたり苦労されたことなどが知れました。

（40 代・女性・きーぼ）

GOOD ON THE REEL のインタビューは、バンドが置かれている現状
だったり、それでも前に進んでアルバムを完成させた想いだったり、その
結果得られた新しいアプローチだったり…いろいろなものが垣間見れて、
ファンにとってもとても嬉しい記事でした。

（30 代・女性・nana）

May'n さんの記事、土曜はダッシュでお家に帰るってところが面白かった
です！　『吉本新喜劇』を観るためっていうのが部長らしいです（笑）。

（30 代・女性・かのん）

どついたれ本舗 × Bad Ass Templeの記事を拝読させていただくため
にお店で入手させてもらったのですが、普段はリーダー（白膠木簓＆波羅
夷空却 ) がメインになりがちなところをあえて躑躅森盧笙＆四十物十四
に焦点を当ててくださっていて、本当に貴重なインタビュー記事でした。
今後もしかしたら見られないかもしれないおふたりの対談、素晴らしかっ
たです。CD 入手後、四十物役の榊原さんのおっしゃっていた“ふたりとも
いる”の意味も分かりました。曲の解釈が深まる企画をありがとうございま
した！

（30 代・女性・風花）

★ 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.215 Listener’s Voice of Vol.214

▶▶ 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.215 の締切は 10 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/2209_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.216 は 10 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。

■ GLAY ■
取材終了後、HISASHI が編集部の石田を見て“上條先輩、アツいですね”
とひと言。上條淳士の代表作である漫画『To-y』の T シャツを着ていた石
田が“『To-y』は読んでいました？”と尋ねると、“むちゃくちゃ読んでいま
したよ！”と熱のこもった返答が。アーティストにもファンが多いだけに、や
はり『To-y』はバンドマンにとって、ある種のバイブルかもしれない。読ん
だことのない方はぜひ！

■ 牧野由依 ■
今はインタビュー中でも会議室の扉は開けたままのことが多く、それは牧
野由依の取材時も例外ではなかった。当然廊下を行き来する人の姿も見
えるし、逆に見られるわけだが、『あなたとわたしを繋ぐもの』収録の「幸せ
のメロディ」の話で、同曲を手がけている北川勝利の話になった時、じっと
室内を覗き込む人が！　驚いた牧野が言った言葉が、なんと“えー !?　北
川さん！　今、ちょうど北川さんのことを話していたんですよー”。そう、ご
本人登場という奇跡的なタイミングだったのだ。30 年近くこの仕事をし
ているが、こんなことは初めてです！（編集部・石田談）

■ ハコニワリリィ ■
1st ワンマンライヴ『Lily's Garden Party』の幕間で放映された企画動
画にて、ハコニワリリィのふたりがユニバーサル・スタジオ・ジャパン（以
下、USJ）のペアチケットをゲットしていたので、取材前にライターの一条
皓太さんが“USJ へは行かれたのですか？”と訊いたところ、Kotoha が

“今度、ツアーで関西に行くのでその時に行こうと話しています♡”と返
答。一方の Hanon は“ことちゃんは大阪に一回も行ったことがないもん
ね。私は兵庫にいた頃は年間パスも持っていたんだよ”と、さすがは関西
出身者。とはいえ、“だから、Hanon ちゃんに案内は全部任せようと思い
ます！”と話す Kotoha のほうがなぜか誇らし気な顔を浮かべていた。ツ
アーの時期に USJ を楽しんでいるふたりの様子が SNS でアップされる
はずなので、ぜひチェックしてほしい！

1 2 3 4 13

■ 聖飢魔 II ■
『music UP's Q!』の質問をした際、ルーク篁参謀は“この質問だと、俺は J 
SPORTS CYCLE の『公式悪魔』を務めているからサイクルロードレース
から選ばなくてはな〜。それで言えば…”という話からヒーローにクリス・
フルームを挙げてくれた。さすがは公式悪魔であられるので、クリスがどれ
ほど苦しい想いをし、今の戦歴を残すことが偉大であるかについて数分間
詳しく教えていただけた。その熱量のある話の次ということもあり、“それ
だと、俺もスポーツ界から選ばないとな（笑）”とイチローを選んだジェイル
大橋代官。“彼はプロ野球だけでなく、草野球にも参加し、プロもアマも関
係なく野球の楽しさを伝え続けている。プロ選手としての現役時代も常に
輝いていたし、〇〇の試合ではさ…”と代官もすごい熱量で話が終わらな
い。悪魔はみなスポーツが好きなのだろうか？（笑）　そんな気がしたの
で、次回は全構成員に話を訊いてみたいと思う編集部・岩田だった。

■ 内田雄馬 ■
内田雄馬が『music UP’s Q!』で自分にとってのヒーローを“お父ちゃん”
と答えたことから、そのエピソードにライターの榑林史明さんが“所ジョー
ジさんやヒロミさんみたいなお父さんなんでしょうね”と加わり、さらに話
が発展。“あー…そんな溌剌とした感じはないですけど（笑）。オタクっぽく
て、ゲームが好きで…そういうところは僕と似ていますね。本人たちは分
からないんですが、喋り方とか声もそっくりだそうです（笑）”とさらに盛り
上がった。あと、“今、いらない荷物をお父ちゃんの家に預かってもらってい
るんですけど、そろそろ回収しないと邪魔だろうなって。そう思い続けて
一年くらい経っています（笑）”とも。内田の父親への愛情が垣間見れた時
間でもあったことは言うまでもないだろう。

■ オメでたい頭でなにより ■
『music UP’s Q!』の質問に対して、それぞれ祖父母を挙げていた赤飯と
324。しかし、赤飯よりもひと足早く現場に到着した 324 は““ヒーローは
両親です！”とか言えたらカッコ良いですよね。外国人の方がそう答えてい
るのはさまになるけど、自分だと何か恥ずかしいと思っちゃうので言えない
です”と話していた。そんなこともあって『忍者戦隊カクレンジャー』をチョ
イス。“当時はテレビで観ていて、イエーイ！となっていた世代なので”とい
う理由まで決めていたが、赤飯が語った祖母に対するエピソードを聞いて、

“そんなん言うんやったら、僕はおじいちゃんにしてもいいですか？”と食
い気味で前言撤回したのだった（笑）。

『HeavenlyHelly』新ユニットの Seraphilight のインタビューを読んで、
楽曲についてより深堀りすることができました。また、お三方から見たキャ
ラクターのイメージを知ることができたことで、新しい魅力に気づくこと
もできました。素敵なインタビューをありがとうございました！

（30 代・女性・はれやか）

CHiCO with HoneyWorks さんの記事は、ちゃんとファンのことを思っ
て活動していることが分かって嬉しかったです。あと、自分の納得のいくも
のを出していることも分かって、これからも推していくことを改めて決めら
れた記事でした。

（10 代・女性・松下ロレナ）

Peaky P-key の記事が面白かったです。強靭な新曲？　色気マシマシ？
なんてこった…。発売が待ち遠しくなりました！

（20 代・女性・猿橋由美子）

brainchild'sのインタビューが掲載されると知って、20日にタワーレコー
ドへ走りました！　楽しみにしているニューアルバムの制作の話が満載で
とても嬉しかったです。

（40 代・女性・Iris）

タケヤキ翔くんのインタビューはここでしか読めないことだったり、今後
も応援したくなる記事でした！

（20 代・女性・高久美咲）

Girls² は推しグループで EP『Shangri-la』の CD も予約していてリリー
スが楽しみだったので、曲についてのインタビューが見れて良かったです。

「Shangri-la」を増田來亜ちゃんがおとぎ話のような不思議な印象と答えて
いて、自分はそういう曲が好きなので、さらにリリースが楽しみになりました。

（10 代・女性・おもち）

DIALOGUE＋の新曲についての記事は、メンバーの曲名や歌詞に対する
解釈や第一印象などが聞けて、共感することや知らなかったことがあり、
面白かったです。また、曲を聴き返したいと思いました。

（10 代・女性・YUJA@ ログっ子）

今回の music UP's をきっかけにくじらさんを知りました。昨今はコラボ
を例にしてもヴォーカリストがより注目されている時代な気がしています
が、作曲者としての面が強い方をインタビューを通して発見し、また新し
い世界観を知ることができて面白かったです。

（20 代・男性・パズル）

PENTAGON のインタビューは日本の雑誌は話を深く掘り下げる傾向が
あるので、彼らの音楽に対する最近の想いや知らなかった過去を知れて
良かったです。また、真面目なインタビューの最後に、最近見た夢の話とい
うギャップのある質問も面白かったです。

（30 代・女性・やんすみん）

4.MORRIE

5.DAIDA LAIDA

6.メトロノーム

7.ゆいにしお

8.ムーンライダーズ + 佐藤奈々子

各 1 名様 に
プレゼント !!

▼ノベルティ

1.聖飢魔 II（直筆サイン入りポスター）

▼直筆サイン色紙

2.内田雄馬

3.オメでたい頭でなにより

　9.GOD＆SIZUKU

10.高野麻里佳

11.ハコニワリリィ

12.白井悠介

13.牧野由依
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新型コロナウイルス感染拡大の影響でライヴや CD のリリースが中止 / 延期となったことを受け、編集部では音楽ファンの声を集めた
特別企画『Listener’s Voice 〜 Power To The Music 〜』を実施。SNS でそれぞれの想いを発信できる時代ではあるが、それを
ひとつの記事として届けたいという主旨から生まれた同企画では、音楽ファンが抱えている今の気持ちや、アーティスト・音楽業界に向
けてのエール、音楽の魅力などを募集し、フリーマガジン『music UP's』、または Web サイト『OKMusic』にて発信している。

まだまだ音楽ファンからの声を募集中！
参加ページはこちら▶

音楽は趣味でもあるし、人生でもありますが、それも超えて自分を構成して
いる細胞の一部だと思っています。新曲が出るから、ライヴがあるから、も
うひと踏ん張り…とコロナ禍でもなんとか頑張れています。素敵な音楽に
触れたあとには幸せなオーラに守られているような、スターを手に入れた
マリオのような無敵状態で、どんなことにも立ち向かっていけます。ライヴ
がなくなってしまった時期は絶望感に打ちひしがれた時もあったけれど、
その中でもできることを全力で音楽で表現してくれたアーティストのみな
さんには感謝しかありません。音楽がきっかけで大切な人ともつながるこ
とができました。音楽なしでは生きられないし、音楽がない生活を送って
いる自分はもはや自分ではないです。これからも誇れる自分でいるために、

もっともっと音楽を楽しんでいこうと思います！
（30 代・女性・hommy）

最近はエンターテインメント界もコロ
ナに負けず活発になり、ライヴなどのイ
ベントも増えて日常に戻ってきている
のでとても嬉しいです。また目の前にい
るアーティスト、アイドルに大声で愛を
叫べる日が来てほしいです！

（30 代・女性・みんと）

音楽はクスリや酒みたいに身体を悪くせず、
人を元気にして、時にはつらい時期を慰めて
くれる。全世界的に大変な時期がまだまだ続い

ていますが、音楽を聴きながら自分の立場
で耐えている人が多いと思います。

（30 代・女性・ジャン ハナ）

音楽は【刺激】【慰め】【エール】
（50 代以上・女性・あつまき）

Being a universal language, music has always 
been humankind’s collective source of strength 
and healing. Celebrating music and recognizing its 
power moves this generation forward and onwards. 
To hope-filled fut　ure and sense of meaning. As 
fans and music-lovers, we need to up our antes 
and become more active in pursuing this power in 

music, because only only then can we heal. 
（40 代・女性・@alexkate_may）

音楽はみんなを笑顔にしてくれるおまじな
い。つらいことがあっても音楽を聴いている
時は忘れられるし、そのアーティストのファ
ン同士でのつき合いも増えて、日々がすっご

く楽しく幸せになります。

（20 代・女性・古山愛里子）

大好きな音楽に浸ることにより、
日々溜まるストレスから解放されます！
音楽の力って本当に偉大です！

（40 代・女性・ちいちいどん）

アーティストの紡いだ想いを受け取って、共
感したり、反論したり、自分自身に問いかけ
たり。それで“私、生きてるなぁ”って思う。
自分には到底できない楽器演奏を聴くのも
心が豊かになる。そんなアーティストにたく
さん触れたらきっと人生が楽しい！

（40 代・女性・ちーまま）

音楽は自分の世界に入れるもの。
（50 代以上・男性・masa）

もっといろんな音楽に触れたい。
（20 代・女性・がっきー）

現在子育て中でやらなきゃいけない
ことがたくさんある。なのに、なかな
か動き出せない…。そんな時は元気な
曲を聴いてテンションを上げます！

（20 代・女性・ゆり）

音楽＝やる気スイッチ
（10 代・無回答・とまと）

音楽は推しと私の架け橋。
（10 代・女性・ニコ）

私にとって音楽は居場所です。
10 代の頃から学校や集団、家庭が苦手で、
馴染めずにいました。そんな私にとって音楽
はイヤフォンをつければ味方してくれたし、
ライヴハウスは居場所になっていました。

（20 代・女性・ちゆき）

音楽と人生をともにしている ｡
（40 代・女性・芳）

音楽は私にとって生活の一部！
ロックがあって私がある！

（40 代・女性・ふみ）



【MUSICMAN EVH Signature】

【自作テレキャスター】

【編集部のコメント】　なるほど、その手があったか。ツイード・テレ。これは良すぎる。写真
を見る限り不器用にも見えないけれど、自作でここまでやっちまえるんだから凄い。これ見
て刺激受けるギタービルダー、たくさん居る気がします。ツイードケースからこれが出てき
たら声が出ちゃうよ。ギターケースの取っ手が付いていたら爆笑だな。コントロールはひと
つもないけれど、これはピックアップからジャックに直列？　　（JMN統括編集長 烏丸）

【編集部のコメント】　極薄塗装がかっこよすぎた。そうなんだよ、コロナ禍によってDIYも
のが凄く増えてきていますよね。自分好みにカスタムできるなんてギター好きにとって一
番楽しいことだから、DIYはハマると抜けられないでしょう。金属加工に造詣が深い輩であ
れば、きっとパーツ類もワンオフでヤッちまうんだろうなあ。GAS発症の楽器人の行き着
く先ってそこなのでしょうか。　　　　　　　　　　　　　　　　（JMN統括編集長 烏丸）

　人の逆を突き進みたい私は、ギターキットを買って絶対に他の人と被らないギターを自
作することにしました。

「レフティストラトに逆らってレフティテレキャスターに」「世の中のネジは大体プラスだ
からマイナスネジに」「なんとなくステンレスフレットに」「リアのみはありがちだからフ
ロントのみに」「塗装しないでラッカーツイード貼りに」
　16歳の頃、メキシコテレキャスターの塗装を塗り直そうとして粗大ゴミにした思い出
があります。去年、突っ張り棒で部屋に収納を増やそうとしたら突っ張り過ぎて壁をぶち
抜いてしまいました…。それぐらい不器用なので今回のギターも、見る人が見たら相当ダ
メ出しを食らいそうな出来です。ですがめちゃくちゃ気に入ってます！

【編集部のコメント】
世の中にはホント凄いお人がいるものです。こんな再現、普
通無理やん…と、検討すらしないやん。凄すぎて写真見ただ
けで禿げた。脱帽＆脱毛です。「人間諦めたらあかん、やれば
何でもできる」というじっちゃんの言葉を胸に刻みます。

（JMN統括編集長 烏丸）

　自身にとってのMUSICMAN EVHのアイコンはB'zの松本氏が所有されているピンク
のあの個体。以来20年以上経過するも、初めて見た時の衝撃は色褪せず、ほいで憧れも薄
れず…そんな中、縁がありAXISではなくレア中のレアと称されるトランスピンクのEVH 
Sig.を2本も所有することが叶うも、それでもやはりあの超絶ワイド且つ独特な杢のキル
トの個体が欲しいという気持ちは治まることなく…ほいたら作ったれ! !と、ここでまた一
大決心。本物のEVH Sig.を1本犠牲にしてリトップしてやろうと。
　国内の木材屋を虱潰しに当たれど当たれど見付からず…翻訳アプリ片手にアメリカの
木材屋にも凸しまくった末、奇跡的に掘り当てた理想的な杢の材！　木取りを決めるだけ
でも白髪になりそうなくらい悩み、色味を決める段階ではハゲそうになり…ほんで首を取
れてまいそうなくらい伸ばして待った…甲斐があった!!
　アップリセスの形状やサイズも再現し、ノブは勿論スリットが入った独特な形状のトグ
ルスイッチナットも苦労の末無事入手…細部に渡り完全再現！　1995年、中学1年生の
頃から27年間ずっっっと憧れてた「あの個体」と瓜二つのギターを手に入れることが出来
た。いまだに、ケースを開ける度にドキッとする…浮気性な人間やけど、これだけは一生モ
ンやと自信持って言える!!

　コロナ禍でエフェクター等を作り初め、その後エレキギターも作りたくなり、去年制作
したものです。ネックとボディはギター制作キットの物を使用し、それ以外のパーツは替
えてます。キット代約8,000円！ピックアップはFender Pure Vintage '64、ブリッジ
WILKINSON、ペグはキクタニ、ネックプレート フリーダムカスタムリサーチです。パーツ
代の方が高いです。
　塗装はダイソーのラッカースプレーを使用しています。この成分がアルキド樹脂という
ものみたいで、昔のFenderの塗料に使われていたとかいないとか。(適当です)1年程使用
して塗装が剥がれてきていますので、ラッカー特有ですね。現在も2本目制作中です！

“音楽を聴くだけなんてもったいない”という思いを胸に、楽器の総合情報ポー
タルサイトを目指す新メディア『楽器人（Gakki Beat）』。「俺の楽器・私の愛機」
のコーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集中！　本記事では応募いただいた
投稿から3つの楽器をピックアップし、編集部のコメントとともにご紹介。

「俺の楽器・私の愛機」の
応募ページはこちら▶

ピックアップ記事の
全文はこちら▶

「ギター制作キット」（兵庫県　OKD Guitar's　36歳）

「ピンクの原点であり、終着点」 （大阪府　おっか　39歳）

【自作】 「天邪鬼ギター」 （宮城県　サイコパス白山　31歳）CALLING
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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 26 回目
は 2005 年に弱冠 15 歳にしてメジャーデビューし、海外でも活
躍する May'n が登場。ファンから“部長”の愛称で親しまれる彼女
がキャリアを重ねるうちに気がついた自分の弱さや、自分に素直に
なることで広がった音楽の楽しさを語ってくれた。

File 26

May'n

ひとりでも生きていけるけど、
誰かがいたらもっと広がる

オーディションに受かって
“やっと夢が始まった”と思った

ーMay'n さんは 3 歳の頃に安室奈美
恵さんに憧れて“歌って踊れるアーティスト
になりたい”という夢を持ったそうですね。

「最初は“セーラームーンになりたい！”
という感じで、本当になれるかどうかは
分からないけど、可愛くて、歌がうまくて、
踊っている姿も素敵な安室奈美恵さん
に憧れていました。9 歳の頃に観ていた

『ASAYAN』（テレビ東京で放送されてい
たオーディション番組）がきっかけで歌手
への道を身近なものに感じるようになって、

“こういうのを受けたら歌って踊れる人に
なれるんだ”とオーディションを確実な手
段として認識して、受けてみたいと思うよ
うになりました」
ーその後は数々のオーディションに挑
戦し続けて、2005 年に中林芽依名義
でメジャーデビューされましたが、当時は
15歳で、その年頃ならではの葛藤もあっ
たのではないかと思います。

「デビューのきっかけになったオーディショ
ンを受けた時は 13 歳で、中学 2 年生の
終わりくらいに事務所に入ることが決まっ
たんですけど、“ようやく受かった”という気
持ちがありました。それまでオーディショ
ンには全然受からなくて、中学生になると
進路も決めないといけなくなってくるじゃ
ないですか。両親も応援してくれていたけ
ど、“進路を考えるために一度区切りをつ
けなさい”と言うようになって。そんな中
でやっとオーディションに受かったから、今
思えばすごく早いけど、“やっと夢が始まっ
た”と思ったのを覚えています。でも、そこ
からうまくいかず、お仕事をできる日数も
少なくなってきて、高校では周りの子も芸
能活動をしていたから、自分だけお仕事が
ないまま友達はだんだん忙しくなっていく
のを見て、“なぜ私は東京に出てきたのか
な？”と考えたこともありました」
ーしかも上京されてからは寮生活で、逃
げたくなったことはありませんでしたか？

「仕事がないからとにかく時間がいっぱい
あったんですよ。だから、ヴォイストレーニ このインタビューの全文を公開中！！▶

ングにいっぱい行ったり、キャベツ 1 玉を
98 円で買って、それをお昼ご飯にして節
約しながら作詞作曲を習い始めて、時間
があるぶん“今の自分ができることをやろ
う！”ってすごく忙しくしていました。落ち
込む暇がなかったんですよね。今だったら
もっと落ち込めたはずなんですけど、当
時は“落ち込む暇があったらジムに行きた
いし！”って感じで。あの時に習ったことで
今も活きていることはたくさんあるので、
よく腐らずに頑張っていたと思います」
ー2008 年には TV アニメ『マクロス
F』に登場するシェリル・ノームの歌パー
ト担当に抜擢され、アニメの世界観が前
提にある中で、特に「ダイアモンド クレバ
ス」は May'n さん自身からも滲み出てい
るような振り絞った勇気を感じる歌声が
印象的でした。

「レコーディングではシェリルのことだけ
を考えて、シェリルが歩んできた人生と
か、抱えている状況を感じた上で歌いた
いんですけど、私の身体を使って歌う以
上、私の人生も自然と声に滲み出てくる
と思っているので、その湧き上がってくる
想いには蓋をせずに乗せていたいとは常
に思っています。特に「ダイアモンド クレ
バス」は一番変化してきた歌だと感じてい
ますね。最初にレコーディングした頃はま
だ不安もあったし、この先の自分にどんな
未来が待っているのか分からないけど、こ
の曲で頑張っていきたいという想いもあ
りましたし。それがたくさんの人に聴いて
いただけて、海外でも大合唱してくれて。
今は歌っているとそういう思い出や景色
が浮かぶんです。当時の不安な気持ちを
思い出す時もあるし、今目の前に広がる
景色に感謝をしながら歌うこともあるし、
ふとシェリルが降りてきて“シェリルだ！”
と思うパフォーマンスをする時もあるし、
自分が“こう歌おう”と意識しなくてもたく
さん変化し続ける曲だと思います」

May'n の喜怒哀楽を
引き出してもらった

ー2008 年にシンガポールで初の海
外イベントに出演して以降、2010 年に
はアジアツアーを開催されたりと活動の
規模が広がっていますが、2011 年 2 月
発表のミニアルバム『If you…』に収録
されている「Phonic Nation」を聴くと、

“自分はひとりだ”と感じる心を大事にさ
れているようにも思いました。

「確かに他の曲でも“ひとり”っていうのは
歌詞にすることがあって、“人は必ずひと
りで生まれ、ひとりで死んでいく”みたい
な気持ちで生きていた時期もありました

（笑）。だから、“ひとりで強く生きねば”
みたいなのがモットーだった時もあって。
それも間違いではないと思うけど、最近
は“ひとりでも生きていけるけど、誰かが
いたらもっと広がるよね”って思うんです
よ。誰かと一緒じゃなきゃ生きられないわ
けじゃないけど、誰かと一緒にいたら、ひ
とりで生きていくよりもいろんな未来が
待っているかもしれないとすごく思いま
す。だから、人との出会いを大切にしてい
たいし、出会いを楽しく思っているってい
うのは、キャリアを重ねて気がつくように
なりました。「Phonic Nation」を作った
時は自分自身がまだまだ頑張るっていう
力強い想いがありつつも、この世界には
たくさんの人がいるってことにびっくりし
た時で。2008 年にシンガポールに行っ
て、“同じ空が本当に続いているんだ !?”っ
てことを初めて実感したんですよ。飛行
機でずっと窓の外を見ていたら、“空って
つながってる！”って（笑）。住む場所が違
えば言葉も違うけど、それぞれの場所に
頑張っている人がいるって。今でも自分で
歌っていてグッとくるというか、ひとりで生
きているけど、ひとりが世界にたくさんい
ることの心強さ…なので、ひとりでいても
ひとりじゃないというメッセージに自分も
背中を押されています」
ーMay'n さんは活動していく中で価
値観が変わるような出来事をたくさん経
験されていると思いますが、ずっと変わら
ずに原動力になっているものって何だと
思いますか？

「やっぱり好きっていうパワーですかね。
好きなものや趣味から始まったものを仕
事にすると、趣味ではなくなってしまうし、
好きではなくなってしまうかもしれない
と、いろんな人が葛藤する部分だとは思
うんです。私は好きだからこそ頑張り続け
ることができていると実感しているので、
この先どんなに悩むことがあっても好き
な気持ちさえあれば乗り越え続けられる
と思っています。最初は歌が好きなところ
から始まったけど、ライヴをするうちにワ
ンマンライヴも好きになったし、ファンの
方と過ごしていく中で好きなものが増え
ていって、それが原動力につながっている
と思いますね」
ーそんな May'n さんにとってのキー

パーソンとなる人物は？
「自分の人生観が変わったなという視点
では、ヴォイストレーニングでお世話に
なった佐藤涼子先生です。佐藤先生と出
会ったのは 2013 年で、私が喉を壊して
休業をした時だったんですよ。そんな時
に自分の引き出しを増やしていく大切さ
を教えてくれたのが先生で、私は歌への
こだわりが強かったから“May'n と言え
ばこれ”という軸が固まっていたんですけ
ど、“引き出しを増やしておいて損はない
んじゃない？”と言われて。“使うか使わな
いかはあなたの自由だけど、まずは増や
しておいて、求められた時にパッと出せる
ものがあるのは必要なことよ”と教えて
いただいて、確かに今の自分にあるもの
を磨いていくだけじゃなくて、増やしてい
く楽しさもあると気づかせてもらいまし
た。あと、先生はよく“人間力を高めなさ
い”とおっしゃるんです。要は自分に正直
になって自分を知りなさいと。先生と初め
て会った時に、“May'n は優等生すぎて人
間味が感じられないから、本当に何を思っ
ているのかが分からない”と言われたん
ですよ。“人には喜怒哀楽があって、いろ
いろムカついたことがあるはずなのに、
あなたは全然出していないでしょ？”と。
先生が“誰にも言わないから、最近あった
ムカついた話を全部教えて”とおっしゃっ
たので、そこで初めてワーッと話した時に

“May'n のムカつく話って超楽しい！”っ
て言ってくれたんですよ。人間として持っ
ちゃいけない感情はあると思いますけど、
先生に“ちょっとしたものはそうやって出
していったほうが、もっと人間としての魅
力が深まるのよ”と言われたのが、私には
すごく新鮮で。それまでは喜怒哀楽の喜
と楽しか考えていなかったけど、それから
は全部に目を向けるようになりました。表
に立つ上で発信しないほうがいいことは
あるけど、MC でも“ありがとう”とか“楽
しかったよ”だけじゃなくて、“昨日はこん
なことがあったんだけど、今日は楽しかっ
た！”と素直に言えるようになってからは
音楽もさらに楽しくなったので、May'n の
喜怒哀楽を引き出してくれた佐藤先生に
は本当に感謝しています」

取材：千々和香苗
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【初回限定盤】
（CD+DVD）
COZC-1938 〜 9
￥2,090（税込）

■姉
「子供の頃に川で溺れたことがあるんですけど、その時に助けてくれたのが姉でして。両親が近くにいない状況だったのに、私は水泳が好きだから泳ぎたくて
仕方がなかったんですよ（笑）。溺れた時はもうダメだと思いましたけど、姉がいてくれて本当に良かったです。姉がいなければ今の私はいないから、感謝の気
持ちを本人に伝えたことがあったんですが、“そんなことあった？”と彼女は完全に忘れていましたね（笑）」

今月のお題：『あなたにとってのヒーローは？』

ー今年 2 月に発売した 1st アルバム
『ひとつ』の取材から半年以上振りとなり
ましたが、改めてご自身で作品を再評価
していただきたいです。

「当時は“挑戦”だと話していましたが、振

「そうなんです（笑）。“月が綺麗”だと言わ
れると、きっとこの楽曲だけでなくいろい
ろなシーンであのお方を少しは意識して
しまうと思うのですが。とはいえ、“月が綺
麗”だと歌えること自体が嬉しいし、それ
を力強くではなく、さわやかに、ラフに歌
わせてくれるところが、この楽曲のカッコ
良さじゃないでしょうか」
ー日本人だからこそ伝わる情緒がうま
く活かされていますよね。本シングルの
告知動画では“情熱的な楽曲”だとも解説
していましたが、具体的に歌詞のどのあ
たりに情熱を感じられました？

「人生って情熱的じゃないですか。好き
な物事を見つけて心が燃え上がったり、
挫折してもなんとか立ち上がったり。私は

「LOVE&MOON」に人生を歩む上での
情熱が宿っている気がしていて。歌いなが
ら、生きている生の感覚や自分の幸せを
実感したんですよね」
ー金言ですね。では、レコーディングで
苦戦した点はありますか？

「英語詞の部分の解釈ですかね。“これは
きっと愛を伝えているんだろうな”など
ニュアンスとしては理解できても、それが
本来的な意味として正しいのかまでは分
からず。例えば、《Please Please Me 
教えてよ》というサビのフレーズも、最初
は“お願い”を 2 回続けて繰り返している
だけだと理解していたんです」
ーえっ !?　違うんですか？

「調べたところ、ふたつめの“please”は動
詞で“喜ばせる”…つまり、あの歌詞は“私
を喜ばせてほしい”という意味で歌ってい
るんですよ。そう知った時、歌詞自体も情
緒深いし、何より英語にもひとつの言葉に
さまざまな意味があって面白く、とても奥
ゆかしいものだと感じたんです」
ー日本語だけでなく、英語の奥深さも
まとめて味わえる楽曲なんですね。改め
て今回のアニメタイアップについて感じ
たことを教えてください。

「私自身は当初、“まさしくアニソン”な楽
曲を歌うんだろうなと想像していたんで
す。でも、最終的にこの楽曲をアニメのエ
ンディングテーマに選んでいただけたこ
とで、あまり飾りすぎない自分でも認めて

り返ると私にとって“冒険”の一枚だった
と思います。本当にすごく冒険をしました
ね。声優のお芝居と一緒で、高野麻里佳
ではない誰かになりきって歌う感覚を持
ちながら、自分の中の引き出しをたくさん

もらえる場所があると気づけて。だからこ
そ、今回のタイアップはとても大きな意味
のあるものだったと実感しました」
ーカップリング曲「スミレ」は、なぜこの
タイトルに？

「スミレの花が咲いているという些細な出
来事が、自分と大切な人の笑顔につなが
るという意味が込められているんです。タ
イトルは“SUMILE”と“SMILE”のダブル
ミーニングのようになっていて」
ーなるほど。歌詞には描かれていませ
んが、高野さんは何色のスミレをイメージ
しましたか。

「私のイメージは完全に黄色でした。笑顔
とか、人がハッピーな印象を受ける色っ
て黄色だと思うので。あと、その黄色い
花がひまわりなどではなく、スミレなとこ
ろにもまた慎ましい可愛さがあると思い
ましたね」
ー楽曲制作時の印象深いエピソードは
ありますか？

「「スミレ」は当初、今の完成形よりもキー
が 1 段階高く設定されていたんです。た
だ、作詞家の山本メーコさんからレコー
ディングの際に、“キーを下げたほうが言
葉の意味がストレートに届くかも”とアド
バイスをいただいて。確かに、高いキー
のほうがメロディーとしては綺麗な一方、
言葉の芯の部分が届くのは低いほうだな
と。このあたりのバランスはすごく苦戦し
ましたね」
ー作詞家が歌唱面に助言をするのは意
外ですね。

「私がみなさんにたくさん質問しちゃうか
らかな？（笑）　声優として歌を歌う際も
言葉を大切にしたいという想いがありま
すし、客観的な意見もどんどん取り入れて
いきたいと考えているので、そうした作家
さんとのやりとりもかなりしています」
ーところで「LOVE&MOON」「スミレ」
には“夢”や“世界”などのフレーズが双方
に登場するほか、歌詞の内容にも共通点
が多いように思います。今回のシングル
にこの 2 曲を選んだのは高野さんご自身
ですか？

「そうですね。ディレクターさんとも相談し
つつ、私自身で最終的には楽曲同士の相

開けて表現した楽曲ばかりが集まったア
ルバムでした」
ー自身の引き出しにはストックがもうな
いと、以前もお話ししていましたね。その
後、ストックは溜まりつつありますか？

「どうでしょう？（笑）　そう言えば、今回
の表題曲「LOVE&MOON」とカップリン
グ曲「スミレ」は、どちらも“等身大の私”を
歌うという点で似ていると感じたのです
が、楽曲自体の雰囲気は全然違っていて。
そこで、特定のジャンルの中でいろいろな
表情の違いを極めるのも楽しそうだなと、
たくさんのジャンルに挑戦した『ひとつ』
を経たことで気づけたんです。だからこ
そ、私がアーティストデビュー当初から歌
いたかった“人を笑顔にするグッドミュー
ジック”も今後はたくさん歌っていきたい
し、そのジャンルの中で歌い分けも意識し
てみたいですね」
ーなるほど。そして、今回のシングル表
題曲「LOVE&MOON」は TV アニメ『勇
者パーティーを追放されたビーストテイ
マー、最強種の猫耳少女と出会う』のエン
ディングテーマに起用されています。新
曲はどのような内容になっているのでしょ
うか？

「「LOVE&MOON」は愛情や幸せを象徴
するようなタイトルからも感じられるとお
り、自分が持つ温かな気持ちを大切にしよ
うと歌った楽曲です。自分の内側に存在
する自分を探すような歌でもあるのです
が、実際にアニメの劇中でも主人公のレ
インが温かさを持つ人々と出会うことで
心を豊かにしていくので、そのあたりもリ
ンクしているのかなと」
ー高野さんがお気に入りのフレーズは？

「どの部分も大好きですが、《ぼんやり夜
を見上げて／あぁ、月が綺麗なんて》は日
本人ならば心にグッときますよね」
ーあの有名な小説家の顔が思い浮か
びますよね。

性も踏まえて決めました。この 2 曲は私
の中で特別感を感じる部分がすごく似て
いるんですよ」
ー特別感と言うと？

「大切な誰かと月を見て幸せを感じる
「LOVE&MOON」と、自分の身の回りに
ある幸せを見つける「スミレ」。どちらもど
こか空想の話ではなく、今、この世界を生
きる私たちがどんな幸せを感じているの
かを描いていることですね」
ー初回限定盤には「LOVE&MOON」
の MV も収録されていますね。

「今回はタイトルにある“MOON＝月”を、
あえて一切映さない映像になっていま
す。というのも、月を見てどんな部分を綺
麗に感じるのかは十人十色だと思ったん
です。満月や欠けている月、もしかしたら
誰かと見ている雰囲気に惹かれるのかも
しれない。そうした感性を目に見えるかた
ちで表現すると、逆に情緒がなくなってし
まいそうだなと。なので、みなさんそれぞ
れ、自分の想う月を想像しながらご覧いた
だきたいですね」

取材：一条皓太

いつか高野麻里佳の音楽活動を象徴する一枚になると思う。そう確信してしまうほど 3rd シングル
「LOVE&MOON」には、誰もがイメージする“高野麻里佳らしさ”と、その柔らかな人柄が詰め込まれてい
た。そして、表題曲は《月が綺麗》というフレーズから連想されるように、日本特有の奥ゆかしさが感じられ
る。彼女が届けるさわやかで情緒豊かな楽曲に、この秋はぜひ酔いしれてみてほしい。

今、この世界を生きる私たちが、
どんな幸せを感じているのかを描いている

このインタビューの全文を公開中！！▶

「LOVE&MOON」
Single　10/12 Release
日本コロムビア

【通常盤】（CD）
COCC-18034
￥1,430（税込）
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ー記念すべきメジャー 1st アルバム
『Lily's Plage』ですが、タイトルはどの
ように決まったのでしょうか ?
Hanon：待望の 1st アルバムなので、
せっかくならばユニットを象徴する百合

（＝リリィ）の名前を入れたいと。そこか
ら私たちのリスナーさんの総称である
ハコ船と絡めたものにしたいとも考えて、

“百合の浜辺を目指す”という全体コンセ
プトと“Plage”という言葉が決まりました。

“Plage”には“浜辺”の他にもレコードの
録音部分という意味もあるので、今回の
アルバムをフィジカルリリースする意味に
もしっかりかかっているんですよ。
Kotoha：新曲 8 曲を含む全14 曲を収

録した DISC1の他に、コンプリート盤の
みの DISC 2ではインディーズ時代の曲
も14 曲も聴けて。初アルバムがここまで
豪華だなんて本当に恵まれていて、改め
て幸せだと思います。
ー本インタビューでは DISC1のみに
焦点を絞ります。それでは新曲 8 曲につ
いて、まずは「夏、透明な青に惹かれて。」
の第一印象は ?
Hanon：この楽曲はすごく…好きだよ
ねぇ（しみじみ）。
Kotoha：好き（笑）。今回は小さな子供に
なりきって、私たちふたりと幼馴染の子、
全部で 3 人のストーリーが展開されるの
ですが、普段は男の子と女の子の恋愛ソ

ングを歌うことが多いので、かなり新鮮な
役柄だと思いました。大切な子との友情
を描くように、歌い方もやさしく、時に囁く
ようなテイストにして。
Hanon：ちょっとだけ大人への反抗心も
見せつつね。私たち自身もその子をめが
けて気持ちを作っていったから、これまで
以上にシンクロした歌声を味わってもら
える一曲になったと思います。落ちサビの

《『忘れないで』》の部分とか、ふたりで息
感を合わせるように意識もしたし、個人的
にもすごくお気に入りです。
ー続いては、今作の“推し曲”ことリード
曲「世界一の友人だったあなたへ」。これ
から告白する覚悟がひしひしと伝わってく

ある時は幼い子供、ある時は借金の取り立て屋、そしてまたある時は恋する学生に。Hanon と Kotoha によ
るハコニワリリィは、楽曲ごとに本当にさまざまな役柄になりきってしまう。YouTube の『歌ってみた動画』
などで経験を積んでいるとは言いつつ、どれほどの引き出しを持っているのか ?　そんなユニットの強みに
ついて、記念すべきメジャー 1st アルバム『Lily’s Plage』発売を機に、改めて本人たちに語ってもらった。

る、歌声のトーンを落とした一曲で。
Hanon：この楽曲はいつもと違うフォー
クデュオ曲として、私たちの歌唱力を届け
たいなと。実は 3 曲目「マサキじゃないけ
ど好き」に登場するふたりの過去のエピ
ソードを歌っているんです。
ーなんと !　タイトルから失恋の曲だと
勘違いをしてしまいました。
Kotoha：（笑）。ちゃんとお互いが“大好
き”で終われて良かったですよね。でも、
確かにタイトルだけを見ると意味深だし、

“そもそも恋愛ソングですらない ? ”と
思ってしまうかも。
Hanon：なんか不穏だよね（笑）。
ーそんな“不穏”つながりの流れで、Ko
toha さんのソロ楽曲「ハサミガール」。
Hanon：怖〜い（笑）。
Kotoha：「ハサミガール」は彼氏に振り
向いてもらえない乙女を歌った楽曲で、も
うヤンデレです。台詞調の部分が多いの
ですが、レコーディングでは何度も録り直
した上で“あっ、今のすごく歌詞に合って
る !”と、珠玉のヤンデレ声を厳選してい
ただきました。
ー一方の Hanon さんが歌う「NEVER 
LAND」は、仮に TV アニメ『灼熱のハコ
ニワリリィ』か何かのオープニングテーマ
でしょうか ?
Hanon：いや…って、『灼熱のハコニワリ
リィ』ってどんな物語ですか !（笑）　で
も、本当に“ザ・アニソン”な一曲に仕上
がっていますよね。
Kotoha：めっちゃカッコ良いと思う!
Hanon：「NEVER LAND」は前向きな
メッセージを込めた歌詞なので、いつか
ライヴで披露する場面を想像しながら
レコーディングに挑みましたね。もともと

“ザ・アニソンロック”な楽曲が好きだっ
たので、こうしたテイストの楽曲は自分自
身に照らし合わせて、素の部分を出しな
がら歌えたと思います。
ーアルバムにはそれぞれもう一曲、ソロ
曲が用意されていますね。順に Kotoha

さんの「どげざ」、Hanon さんの「ニゲル
ガカチ」と、『闇金ウシジマくん』の世界観
と見間違うような、いわゆる“問題作”の
ゾーンが。「どげざ」のほうは土下座をす
る側ではなく、それを見下ろす側の楽曲
でとても新鮮な視点でした。実際に歌っ
ていかがでしたか ?
Kotoha：すっごく難しかった !　《汚名返
上》の部分とか、声をキュッと張り上げる
表現をしたことがなかったので、仮音源を
受け取った際に本当に不安だったんです
よね。でも、レコーディング当日までもの
すごく練習を重ねたので、ディレクション
をしてもらった Gom さんに褒めていた
だけて。要所でのフェイクや独特な声の
使い方など、普段はしない表現だったか
ら歌っていて大変だったけど、すごく楽し
かったです。
ーHanon さんがものすごく頷いてく
れていますね。そんな Hanon さんのほ
うは一転して、取り立て屋から逃亡してい
る楽曲のようですが。歌詞には共感でし
たか ?
Hanon：「ニゲルガカチ」に登場するフ
レーズだと、《死ぬこと以外かすり傷》は
自分としても持っておきたいメンタルだ
なと。私の友達が彼女の長所だと話して
くれたことがあったので、その子のことを
思い出したり。
ーユニット曲に話を戻して、7 曲目「僕
が最高だから」はボカロ P・イチョウさ
んのプロデュースですね。本作で唯一、
HoneyWorks 系列以外での参加クリエ
イターです。
Kotoha：イチョウさんの TikTok でバ
ズっている曲を拝聴して、アルバムを作
る際にぜひ楽曲を書き下ろしてほしい
なと !
Hanon：ボカロ曲らしい耳に残るメロ
ディーラインと、ちょっと特殊な歌詞が素
敵だよね。今回はリスナーさん目線で“配
信主”への恋心を歌っていて、どこかリア
ルなところもあり。でも、《今日も配信待

ちきれない（ね）》だったり、リスナーさん
にこれだけ想ってもらえたら嬉しいけど、

《僕が最高だから有名になる／必要な
いでしょ》と言いきれるあたり、この子
は強いわ（笑）。
ー最後はハコ船へのメッセージソング
こと「君の一番になりたいの！」について
お願いします。
Hanon：この楽曲はユニットの等身大が
描かれていて。実は私たちが SNS など
を通して、リスナーさんに発信してきた言
葉をもとに歌詞が書かれているんです。2
番の《小さくなんてないんだよ／溢れる
愛をいつもありがとう》なんてよく覚えて
いて。タイトルどおり、君の一番になりた
い想いが本当に詰まっています。
Kotoha：《夢の箱庭》って歌詞にユニット
名が出てくるところも大好き !
Hanon：私たちの楽曲だって実感できる
よね。

取材：一条皓太

このインタビューの全文を公開中！！▶

今月のお題：『あなたにとってのヒーローは ?』

初アルバムがここまで豪華なんて
本当に恵まれている

■ Hanon…Mrs. GREEN APPLE
「つらい時に彼らの楽曲に救われたことが多かったので、私にとってのヒー
ローはミセス（Mrs. GREEN APPLE の呼称）さんです。特に好きなのは「我
逢人」という曲ですね。他にも好きな曲はたくさんありますし、ライヴもよく
観に行っています。どこで流れていても一発でミセスだと分かるキャッチー
なメロディーと、メッセージ性が強い歌詞も大好きで、本当にすごいバンドで
すよね。私たちの楽曲もどこで聴いてもすぐに分かってもらえるように、これ
からも頑張っていきます ! 」

■ Kotoha…学生時代からの友達
「中学生の頃からずっと仲良しの女の子がいるんですけど、彼女には日常の小
さな悩みから仕事のことまで、悩んだら何でも相談をしていて。何回も人生を
救ってもらったから、私にとってはヒーローなんですよ。他の人には話せない
ことも彼女にだったら話せるし、いつも本当に感謝しています。でも、この気
持ちを本人には伝えたことがないんですけどね（笑）。この質問を聞いた時に
一番に彼女が思い浮かんだので、恥ずかしいけどこの場を借りて感謝を伝え
たいと思います」

【通常盤】
（CD（ジュエルケース）
  +グッズ）
SMCL-785
￥3,190（税込）
※初回仕様盤

【コンプリート盤】
（2CD（トールサイズ）
  +グッズ）
SMCL-782 〜 4
￥4,950（税込） 
※初回生産限定盤
※三方背ボックス入り

L → L → R　Hanon、Kotoha

『Lily’s Plage』
Album　9/28 Release
MusicRay’n
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ー声優デビュー 11 周年で“11-ELEV
EN-”というタイトルは、サッカー好きの白
井さんならではですね。

「サッカーは 11 人でやるスポーツですか
らね。本当は 10 周年のほうがキリが良
かったのですが、タイミングが合わず 11
周年になり、結果的に僕らしいアニバーサ

リーになりました」
ーこういう周年でアニバーサリーアル
バムを出すことについてはどんな気持ち
ですか ?

「最初は全然想像できなかったです。そも
そもアーティスト活動をしているわけで
もないし。でも、自分の節目をこういうか

たちで残すのもありなんじゃないかと思
いましたね。作って良かったとすごく思い
ます」
ーショートドラマを主体にオリジナル曲
も 3 曲収録していますが、こういった構
成や内容は白井さんを中心に話し合った
のですか ?

「そうですね。アルバムを出すことが決
まった段階で、どういう構成にするのかス
タッフさんとお話をさせていただきまし
た。僕はあまり自信がないというか、得意
と思っていないので、歌はそんなに多く
なくていいと思っていて。なので、ショー
トドラマの割合を多くして、演劇ユニット
『SUGARBOY』の主宰や『AD-LIVE』
など舞台演出や脚本も手がけている川
尻恵太さんに、僕の半生を面白おかしく
物語にしてもらいました。そのショートド
ラマの合間に、その時期の自分のことや
想いが表現された楽曲が流れるという
構成です。白井悠介がどんな人間なのか
が、この一枚で分かっていただけると思
います」
ー全曲の作詞は松井洋平さんで。ちな
みに「Only My Story」を作曲した山口
慎太郎さんはご友人だそうですね。

「そうなんです。アルバイト時代の同僚
で、当時から彼は音楽活動をやっていて、

“将来は僕の出ている作品で曲を作って
よ ! ”と冗談交じりで話していたことが叶
いました」
ーそういうつながりのある仲間と、11
周年のタイミングで一緒に作品を作れた
のは記念になりましたね。

「すごく嬉しいです。人とのつながりの大
切さやありがたさを感じますね」
ーレコーディングはいかがでしたか ?

「「Only My Story」は録る前にヴォイス
トレーナーの方に声出しのレッスンをして
もらいまして、そのおかげでとても伸び伸
びと歌えました。声が出しやすい完全な状
態でレコーディングできて、今まで味わっ
たことのない気持ち良さを感じましたね。

今月のお題：『あなたにとってのヒーローは ? 』

作曲してくれた山口くんがディレクション
してくれたのもあって、リラックスしてレ
コーディングに臨めました。今までキャラ
クターソングも歌ったことがありますし、
自分の YouTube チャンネルで歌ったり
もしていますが、こういう自分のオリジナ
ル曲がパッケージ化されるのは、どこかむ
ず痒い感じがありますけど、すごく刺激に
なりました」
ー歌詞はショートドラマの内容も含め
て、白井さんの子供の頃が目に浮かびま
した。

「小さい頃はわんぱくで、両親に心配ばか
りかけていました（笑）」
ー「Youthful Graffiti」はキラキラと
した EDM サウンドが印象的でした。

「“さわやかな青春”という印象の曲です。
朝の出勤や通学の時など、気分をアゲた
い時にぜひ聴いてほしいですね」
ー各曲について“こういう曲や歌詞が
いい”と白井さんから提案したのですか ?

「内容については自分から言っていない
んですが、3 曲ともジャンルの違う曲調が
いいという話はさせていただきました。ど
の曲も雰囲気が違うし、ショートドラマか
らの流れで自然に聴けるんですけど、歌
詞的に一貫しているのは白井悠介の考え
方だったり生き方が表現されている点で、
そこは松井さんが見事に表現してくださ
いました」
ー「ツバメと風」ではラップも披露して
いて。

「もともとラップが好きで、『ヒプノシスマ
イク』にかかわる前からカラオケでラップ
の曲を歌ったりしていたんです。それを自
分名義で歌えたのはありがたいし、嬉し
かったです」
ー歌詞はこの先も含めた人生観を歌っ
ていますね。

「このアルバムではエンディング的な立ち
位置になっていますけど、今までの人生
や思い出を振り返りつつ、希望に満ちた
未来に向かって飛んでいこうという前向
きな楽曲で。曲調としては少し落ち着い
ていますが、ポジティブなメッセージが詰

まっています」
ー今回の楽曲を生で披露する機会とい
うのは ?

「発売記念イベントもありますし、ちょっと
先の話ですけど、来年の 3 月に今回参加
してくれた声優の 3 人をゲストに迎えた
トーク＆ミニライヴのスペシャルイベント
もあります」
ーショートドラマに出演した代永 翼さ
ん、西山宏太朗さん、伊東健人さんです
ね。この 3 人は白井さんにとってどんな
存在ですか ?

「一緒にいて楽な人たちです（笑）。代永さ
んは年上で先輩ですが、変に気を使わな
いでいられるし、上下関係を感じさせない
くらいやさしくて気さくで。宏太朗はふた
りでいて無言でも平気なくらいです。沈
黙って本来はあまり好きじゃないんです
けど、宏太朗なら全然気にならないです。
自然体でいられます。健人は「Only My 
Story」を作曲してくれた山口くんと僕が
アルバイトしていたところのバイト仲間で
もあるんです。3 人への実際のオファー
はスタッフさんにお任せしたのですが、候
補を出したのは僕で、“絶対に断らないだ
ろうな”という3 人を挙げさせていただき
ました（笑）」
ーショートドラマの収録はどんな感じで
したか ?

「「誕生」や「白井兄弟ラジオミステリー」
などでは僕の両親や兄弟の役を演じても
らったんで、それに関しては僕がディレク
ションさせていただいたんです。“うちの
お母さんはそういう言い方はしないので、
もうちょっと柔らかくお願いします”とか。

「アサリの気持ち」はすごく伸び伸びと
やっている様子が伝わってくるんじゃない
かと思いますね（笑）」
ー「アサリの気持ち」はシュールで面白
かったです。

「実話ではあるんですけど、なんでそこを
クローズアップしたのかは僕も謎です。そ
こが川尻さんのセンスだなって」
ー最後の「イースト＆ウエストホワイト
ウイング」では白井さんが 50 歳になら

れていましたが。
「はい（笑）。まずタイトルは、伊東、西山、
白井、翼という僕らの名前を英語にしただ
けで、収録当日にその場で僕が適当に考
えてつけました（笑）。内容は“もしもの話”
みたいな感じで、その頃にはリバプールに
移住したいという夢が叶っていたらいい
なと」
ー今はリモートでも収録ができますか
ら、リバプールに住みながら声優もでき
ますね。

「リモートの技術がもっと発達して、アフ
レコスタジオでなくても遜色ないクオリ
ティーでできるのであれば、今すぐにでも
リバプールに住みたいです！　その前に、
英語を勉強しなきゃいけないですけど」

取材：榑林史章

このインタビューの全文を公開中！！▶

【初回限定盤】
（2CD+Blu-ray）
PCCG-02177
￥4,950（税込）

『11-ELEVEN-』
Album　9/21 Release
PONY CANYON

■ユルゲン・クロップ
「僕はリヴァプール FC の大ファンでして、その監督がユルゲン・クロップなんですね。今、就任 7 年目なのかな ?　リヴァプール FC はイングランドのプレミ
アリーグで強豪というか古豪で、非常に歴史のあるクラブなんですが、30 年以上もリーグ優勝ができていなかったんですよ。でも、ユルゲン・クロップが監督
に就任してから再び強くなって、30 年振りにリーグ優勝して、さらにヨーロッパの上位チームが参加するチャンピオンズリーグでも優勝を果たしたんです。
なので、もちろん選手ひとりひとりもヒーローではあるんですが、その選手であり、チームをまとめた一番の功労者は監督だと思うので、僕がファンを代表し
ましてユルゲン・クロップをヒーローに指名したいと思います ! 」

【通常盤】（2CD）
PCCG-02178
￥3,850（税込）

【きゃにめ限定盤】
（2CD+Blu-ray）
SCCG-00109
￥6,050（税込）

『ヒプノシスマイク』シリーズの飴村乱数役をはじめ、『A3!』や『アイドルマスター SideM』などの作品で人
気を集める白井悠介の声優デビュー 11 周年を記念したアニバーサリーアルバム『11-ELEVEN-』。代永 
翼、西山宏太朗、伊東健人の声優仲間 3 人が参加したショートドラマやオリジナル曲を収録した本作の制
作エピソードはもちろん、11 周年を迎えた気持ちについも語ってもらった。

白井悠介がどんな人間なのかが、この一枚で分かる
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ー今回のミニアルバムを作るにあた
り、テーマにしたことは何ですか ?

「昨年 12 月にリリースしたシングル「エス
ペーロ」が映画『ARIA The BENEDIZIO
NE』の主題歌で、『ARIA』というシリーズ
と久しぶりに再会できたことや、デビュー
させていただいたレーベルであるフライ
ングドッグさんから再びリリースさせてい
ただけたことなど、再会やご縁というもの
を感じる日々を過ごしていまして。そうし
た中で、今回のミニアルバムはファンの方
やお世話になった作家の方など、全ての
縁をつないでいけるようなものにしたい、
音楽でファンのみなさんとまたつながれ
る作品を作りたいという想いから制作が
スタートしました」
ー「幸せのメロディ」は作曲編曲を北
川勝利さん、作詞を北川さん、藤村鼓乃

美さんが担当されていて、北川さんはア
ニメ『ARIA』シリーズの楽曲も多数手が
けているので、まさに『ARIA』つながり
ですね。

「はい。北川さんは私が歌った『ARIA』第
1 期の挿入歌「シンフォニー」（2005 年
10 月発表のシングル「ウンディーネ」収
録曲）を作っていただいたこともあり、久
しぶりにご一緒できて嬉しかったですね」
ー北川さんらしいポップな楽曲で、日常
のふとしたところに幸せが転がっているこ
とを歌っていますね。

「北川さんには“ライヴの最後に歌うよう
な雰囲気の曲で”とお願いをしました。レ
コーディングの時にお話をうかがったら、
今はライヴでお客さんが声を出せないけ
ど、いつかみんなでこんなふうに歌いた
いとイメージが膨らんだそうです」

ーそれが《ラララ》と歌っているコーラ
スですね。

「そうです。まさしく幸せのメロディーだと
思います。今まで日常的にできていたこ
とが、突然できない状況になって、改めて
当たり前じゃなかったと気づく…そういう
身近にある幸せというものを、この曲で表
現していただきました」
ー「Tale of Blue」は作詞作曲を新居
昭乃さんが担当されていますが、新居さ
んとは初対面だったそうですね。

「はい。アニメ『ARIA』の第 3 期で昭乃さ
んがエンディングテーマ「金の波 千の波」
と「鳥かごの夢」を担当していたつながり
もあり、昭乃さんの楽曲や今回の「Tale 
of Blue」を編曲してくださった保刈久明
さんともいろんな作品で間接的なつなが
りがあったので、無理を承知でオファーさ

声優、シンガーソングライター、ピアニストなどマルチに活動する牧野由依がミニアルバム『あなたとわた
しを繋ぐもの』をリリース。つながりや縁をテーマに、敬愛するアーティストの新居昭乃やさかいゆうをはじ
め、“もうひとりの父”と語る岩井俊二などのクリエイターが制作に参加している。今という時代を映しなが
ら自身のさまざまな経験も反映した、未来を感じさせる作品となった。

今月のお題：『あなたにとってのヒーローは ? 』

せていただいたところ、とても素敵な楽曲
を提供していただきました」
ー神秘的な楽曲に牧野さんのウィス
パーなヴォーカルがぴったりだと思いまし
た。新居さんからもああいうウィスパー系
のディレクションがあったのですか ?

「あれは自分の中から自然と出てきたも
のです。事前の打ち合わせの時に、“北欧
の森で朝もやがかかっているような雰囲
気の曲を書いていただきたい”とお願い
をさせてもらったのですが、実はその時か
ら“こんなふうに歌いたい”というイメージ
が自分の中にあったんだと思います。そ
の時は自覚していませんでしたけど、きっ
と心のどこかにあって、それがレコーディ
ングの時に具現化されてああいう歌に
なったというか」
ーピアノは牧野さんご自身で弾かれて
いるそうですね。

「はい。演奏している時は緊張しないんで
すけど、“こんな感じでどうでしょうか ? ”と
訊いて返事がくるまでは、死にそうなくら
い緊張しました。生きた心地がしなかった
です（笑）。でも、“すごくいい感じです”と
言っていただけたので、本当に嬉しかった
です」
ー「私と世界」は作詞が森雪之丞さん、
作曲がさかいゆうさん、編曲は冨田恵一

（冨田ラボ）さんというとても豪華なメン
バーですね。

「この制作にあたって、もしお願いできると
したらどんなアーティストがいいか、本当
に夢の話みたいなところで、さかいゆうさ
んのお名前を挙げさせていただいていた
んです。雪之丞さんと冨田さんは、さかい
さんつながりなんですけど、雪之丞さんと
はプライベートでちょっとしたご縁があっ
て。歌詞を提供していただくのは初めてで
したが、親近感を勝手に感じていました」
ーネオシティポップといったサウンド
の楽曲で、歌詞の舞台が東京、ロンドン、
ニューヨークとどんどん変わるのが面白
いですね。

「歌詞には東京が夕方（5時）、ロンドン

は午前 9 時、ニューヨークが午前 4 時
と出てくるんですけど、歌詞をもらってす
ぐにスマホの世界時計で時差を確認して、

“ちゃんと合ってる ! ”と思って感動しまし
た。歌詞の中で、同じ時をちゃんと刻んで
いるんだなって」
ーそして、ラストの「世界でいちばん愛
しい音」は牧野さんご自身が作曲を担当
していますが、やはりご出産を経験された
ことで生まれた楽曲なのでしょうか ?

「出産する前から何曲か書いていたんで
すけど、“出産後に書くとまた違った曲が
できるかもよ”というディレクターさんの
助言もあって。出産後、子供を抱っこして
あやしながら鼻歌で歌ったりなどして作っ
ていきました。あとから自分で聴いてみ
て、確かにそれ以前に作ったものとは変
わったと思いますね。明るくなったという
か、やさしくなれたというか。そういう雰囲
気が、この曲にはあるかなって」
ー作詞を映画監督の岩井俊二さんに
お願いした理由というのは ?

「岩井監督は私が 8 歳の時からずっとお
世話になっていて、今の事務所に入った
のも岩井さんからのご紹介ですし、私の
人生に寄り添ってくださっていて。ある意
味で父親的な存在というか、ずっと成長
を見てくださっている方なんです。自分
が命をつなぐという経験をした時、小さい
時から見てきてくださった岩井さんの世
界観で歌ってみたいと思ったんですね。
それで、子供を産んで命がつながってい
く不思議だったり、そういうことを感じた
というお話を岩井さんにさせていただい
たら、こういう歌詞を書いてくださいまし
た。それを読んで“こう歌いたい”と新た
なインスピレーションが湧いたのもあっ
て、レコーディングの前々日に急遽メロ
ディを一部変更したりということもありま
したね」
ー“世界でいちばん愛しい音”というタイ
トルは牧野さんが考えられたそうですね。
その音とは歌詞に出てくる《天使の　小さ
な　寝息》のことですか ?

「イメージは鼓動だったんですよ。あまり
説明するのもあれですけど、音源をよく聴
くとちょっと鼓動っぽい音が聴こえると思
います。妊娠中、子供の存在をちゃんと確
認できるのがエコー検査での心音だった
んです。“あぁ、本当にいるんだな”と思っ
て。でも、検診って月に一回なので、それま
での間はちゃんと生きていてくれている
か、本当に不安でしょうがないんですよ。
そんな時に主人と話していて、“こんなに
人の心音にフィーチャーした経験って今ま
での人生でなかったよね”と。そんなこの
曲も含めて、本当にいろいろなものがつ
ながっていると感じていただけるアルバム
になったんじゃないかなぁと思います」

取材：榑林史章

このインタビューの全文を公開中！！▶

■母
「“ヒーロー”って男性を想像しがちだと思うんですけど、私にとってのヒーローは母ですね。いわゆる母親的なやさしさもあり…うちは父がとっちゃん坊や的
な存在だったので（笑）、母が“母親であり、父親でもある”みたいな感じだったんです。働いていたんですが、仕事をやればやったで、いつの間にかしれっと昇格し
ている人だったから、それはもうヒーローだなって。まぁ、大人になってから思ったんですけど。子供の頃は“またお惣菜かー。今日も晩御飯を作ってくれないん
だ”ってずっと思っていたけど、いざ自分が大人になって、結婚して、子供も生まれてってなったら、むちゃくちゃすごいことをしていたんだなって。そんな母だ
から仕事に対する責任感も持たせてくれたというか。岩井俊二監督の『Love Letter』という映画の劇伴でピアノを弾かせていただく時、レコーディング当日に
怖くなってしまって、“行くの嫌だ”って駄々をこねて泣いたことがあったんです。そしたら母に“仕事なんだからちゃんとしなさい ! ”と言われて。たくさんの大
人の方たちが自分のために時間を作ってくれているっていうことを、その時に母から教わりました」

【初回限定盤 A】
（CD+Blu-ray）
VTZL-215
￥4,400（税込）

【初回限定盤 B】
（CD+Photo Book）
VTZL-216
￥3,740（税込）

音楽でファンのみなさんとまたつながれる作品を作りたい

『あなたとわたしを繋ぐもの』
Mini Album　10/5 Release
FlyingDog

【通常盤】（CD）
VTCL-60565
￥2,750（税込）



ー30 歳の誕生日にニューシングルを
リリースしますが、30 歳になるにあたっ
てどんなお気持ちですか ?

「まだ実感がないですね。25 歳くらいの
時は大人になる節目だし、“30 歳までに
はあれがしたい”とかいろいろ思っていた
んですけど、いざ 30 歳を目前にすると何
かが変わるような感じがあまりなくて。で
も、20 代で最強レベルだった 29 歳から
30 歳になって、また 0 レベルから出発で
きるということで、レベル上げの楽しさと
いう意味でのワクワク感があります」
ー30 代の心構えとか、先輩から参考
意見を聞いたりしましたか ?

「“20 代も楽しいけど、30 歳を過ぎてか
らがまた楽しいよ”という話はよく聞きま
した。あと、“30 歳を過ぎると痩せづらく
なる”とか（笑）。だから、20 代のうちに鍛
えたほうがいいって、もう5 年くらい前か
ら言われています。仕事のことで言うと、

男の声帯は 30 歳で完成すると言われて
いると、声優を始める前に音楽の先生か
ら聞きました。歌手も歳を重ねたほうが
味や深みが増し、音域や音程も安定する
そうです。それに、単純に人間として経験
を積むことで言葉に説得力が生まれるの
で、そのぶんやれる役の幅が広がると思っ
ていて。そういう意味では、自分の今後が
すごく楽しみですね」
ー今作のタイトルの“Congrats!!”は

“おめでとう”を意味する口語ですけど、
自分で“おめでとう ! ”と言っちゃうという。

「まぁ、そこはそういうユーモアということ
で（笑）。どちらかと言うと、ここまで辿り着
けたことに対してや、これから迎える新し
い未来に対して“おめでとう”と歌っている
感じです。今の時代は未来が見えなかった
り不安が大きくなっているけど、ポジティ
ブに音楽を届けることや挑戦することを
続けたいし、30 歳はゴールではなく通過

点で、その先にもっとすごい未来が待って
いると信じています。これからの未来に挑
戦し続けるポジティブなパワーをみんな
にも届けたいと思って、このタイトルをつ
けました」
ー表題曲「Congrats!!（with Frien
ds）」には、石川界人さん、榎木淳弥さん、
⻫藤壮馬さん、畠中 祐さん、花江夏樹さ
ん、八代 拓さんが参加していますが、そ
の経緯というのは ?

「“内田雄馬らしさとは何か ? ”と考えた
時、それは周りと調和していけることだと
思ったので、それをすぐ近くで見てくれて
いたり、一緒に作品を作ってくれている仲
間とともに楽曲を作りたいと思ってお声
がけさせていただきました。自分の楽曲
に声優の仲間が参加してくれるのは初め
てのことで、本当にありがたいし、すごい
ことだと思っています」
ー榎木さんは昨年の幕張メッセのライ

30歳の誕生日を迎える 9 月 21日に10th シングル「Congrats!!」がリリースされる。その表題曲はゲス
トヴォーカルとして親交のある声優 6 人が参加し、豪華な楽曲に仕上がっている。30 歳を迎える心境や
楽曲に込めた想い、参加声優との友情、日本武道館に向けた想いなどを訊いた。

【完全生産限定盤】
（CD+DVD）
KICM-92116
￥3,850（税込）

ヴで流れた幕間の映像で、一緒にドライ
ブをしていましたね。

「榎木くんはここ 3 〜 4 年くらい、ずっと
一緒にいるイメージです。共演する作品
数がとにかく多くて。界人くんとは僕がデ
ビューした 2013 年に先輩からの紹介
で出会って、そこからずっと一緒にいます
ね。彼がいなかったら今の自分はいない
と思うほど、内田雄馬を作ってくれた大切
な友人です。壮馬くんと祐は、ずっと音楽
の作品で一緒に活動しているし、ふたりと
もソロで音楽活動をやっているのもあっ
て、現場で一緒になるたび“いつか一緒
にやりたいね”と話をしていました。花江
さんは先輩ですけど、僕的にはめちゃめ
ちゃ友達です（笑）。一緒にゲームもする
し、サウナにも行ったり。共演している作
品も多く、音楽の作品ではコンビで歌っ
たりもしていて、公私にわたって仲の良
い先輩であり友達です。拓は同い歳で、
同じ年にデビューしてからずっと一緒に
戦ってきました。仕事のことはもちろんプ
ライベートについても、お互いが悩んで
いた時期は仕事の相談に乗り合ったりし
て、朝までファミレスで語り合ったことも
ありましたね」
ー結構アツいですね。

「この 6 人はそういうところがあります
ね。みんなデビュー当時からお世話になっ
ていて、内田雄馬の歴史の中で間違いな
く欠かせない人たちです」
ー6 人に声をかけた時、どんな反応で
した ?

「みんな、すぐに“いいよ”って。直接僕から
会いに行って、オファーさせていただいた
方もいます。本当に嬉しかったし、その時
点で絶対にいい曲になると確信しました。
でも、すごく緊張しましたよ」
ーなぜ緊張を ?

「遊びに誘うのとはわけが違いますから。
もちろん事務所やレーベルを通してオ
ファーをさせていただきつつ、自分の言
葉でも伝えられる機会のある方にはちゃ
んとお話をしようと。自分の気持ちをしっ
かり伝えないといけないけど、僕は自分
の気持ちを人に話すのが得意なほうでは
ないのでドキドキでした」

ー楽曲自体はどんなイメージで制作し
ましたか ?

「すごくポップな楽曲なんですけど、1st
シングル「NEW WORLD」（2018 年 5
月発表）の続編というか、新たな「NEW 
WORLD」を作ろうとの想いで、あえて

「NEW WORLD」っぽさを踏襲してい
ます。なので、作詞作曲は SHOW さんで
編曲は Dirty Orange さんという「NEW 
WORLD」と同じ布陣で制作していただ
きました。抜けるような爽快感とか、一曲
の中で違うタイプの曲調をくっつけると
か、そういう遊びは「NEW WORLD」の
時もやっていたんですけど、今回もいろい
ろ試しながら作っていただきました」
ー歌詞に《互いの背中追って 駆けた》や

《補えば最強で最高の bro》とか出てき
て、with Friends のみなさんとの関係
性が感じられます。

「そうですね。“僕から見たみんな”という
部分が大きいですけど。誰かと一緒に何
かを作ることはすごく力になるので、そう
やってここまで歩いてこられたんだとい
う、内田雄馬の歩き方じゃないけど、みん
なに向けた感謝と未来への期待を込めた
メッセージになればと思って書いていた
だきました」
ー誰がどこを歌うかも気になります。

「これは結構考えましたね。どれくらい
歌ってもらえるかも含めて、プロデュー
サーと一緒にすごく考えました。みなさん
が実際に聴いて、確かめてほしいです。祐
からはレコーディング後にすぐ連絡をも
らって、“すごく楽しかった”と言ってくれて
いたので、“あぁ、良かった〜”って安心しま
した（笑）」
ーそして、11月には日本武道館公演が。

“Gratz! / your world, our world”と
いうタイトルですが、どんなライヴにした
いですか ?

「2 日間で内容が違っていて、1 日目の
“Gratz!”はみんなでエンジョイするパー
ティーのようなライヴにしたいと思ってい
ます。2 日目は“your world, our world”
ということで、メッセージを込めて、“ここ
からまた未来に向かっていくぞ !”という
想いを発信したいと思っています」

このインタビューの全文を公開中！！▶

今月のお題：『あなたにとってのヒーローは ?』

【通常盤】（CD）
KICM-2116
￥1,650（税込）

■お父ちゃん
「最近、誰かとこの話をしたんですよ。で、やっぱりお父ちゃんなんじゃないかっていう結論になったんですよね。子供の頃、父親ってスーパーマンに見え
ていたじゃないですか。僕の場合は…例えば一緒に車に乗って出かけるとか、新しいゲームを買ってくれたりとか、何か特別なことをやってくれて。うち
の父親はオタク気質だったんで、家電を集めるのが好きだったりもして、いきなり新商品を買ってきたり（笑）。だから、父親がいると安心というか、楽しい
というか、そういう意味で自分にとってのヒーローだと思いますね。いつか自分が父親になった時、子供にヒーローだと思ってもらえるお父ちゃんになり
たいです」

ー“your world, our world”はデ
ビュー曲「NEW WORLD」にもかかって
いるのですか ?

「内田雄馬は今までずっと“新しい世界へ
行こう”と発信してきましたが、その新し
い世界は僕だけで作るわけではありませ
ん。僕の音楽はあくまでもきっかけにすぎ
ず、みなさんが自分の手、足、目、耳で見つ
けてきた世界だと思っています。11 月の
日本武道館ではみんなが見つけてきた世
界と僕が見つけてきた世界をひとつに混
ぜて、そこからまた新しい世界や未来に向
けてつなげられるようなライヴにできた
らいいなと思っています」

取材：榑林史明

これからの未来に挑戦し続けるポジティブなパワーを届けたい

『YUMA UCHIDA LIVE 2022
 「Gratz! / your world, our world」』

・DAY1：Gratz!

11/12（土）　東京・日本武道館

・DAY2：your world, our world

11/13（日）　東京・日本武道館

「Congrats!!」
Single　9/21 Release
KING RECORDS
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