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日本を元気に！
SPECIAL
INTERVIEW GENERATIONS

　二代目 J Soul Brothers、三代目 J So 
ul Brothersに次ぐ、新たなグループGENE 
RATIONS from EXILE TRIBE 。彼らは、
GENERATIONS 候 補メンバーとして、
2011年と 2012年にマイクロバス１台で
日本全国を移動する「夢者修行」を行い、
2012年に現在の７人で、メジャーデビュー
を果たした。デビューするまでともにさま
ざまな経験をしてきた彼らはメンバー同
士の絆が強いことでも有名。今年 2月に
は 2nd アルバム、5月13日には 8th シン
グル『Evergreen』を発売。さらに現在、
日本全国と海外を回る初の単独ライブツ
ア ー「GENERATIONS WORLD TOUR 
2015 “GENERATION EX”」を行うなど、
トップアーティストへの道を着実に歩んで
いる。メンバーの関口メンディーと小森隼
がニューシングル、ライブツアー、そして
これからの夢を語る。

from EXILE TRIBE　関口メンディー　小森隼

撮影・蔦野裕
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初の単独ツアーは“これがGENERATIONSですよ”って、
自信を持って見せられる
自分たちらしいライブができたと思う（メンディー）
一木「5月13日に発売される新曲『E 
vergreen』はどんな楽曲ですか」
メンディ―「タイトルの意味が、色褪せな
い青春とか、自分たちの青春を意味する
言葉なんですけど、ミュージックビデオ
も、ほんと自分たちの等身大の青春を伝
えられるようなものになっています。
HIROさんからもよく言っていただくので
すが、“青春まっただ中の今、思いっきり
楽しんで毎日を過ごすといいことがある
よ”というのを胸に刻んで、今しかない時
間を楽しみました。撮影ではここ最近では
一番踊ったんじゃないかと思うぐらいのパ
フォーマンスをしていますし、グループシ
ョットや2人、3人で踊るシーンも。もちろ
んソロのパフォーマンスもあり、内容的に
もかなり盛りだくさんになっているので、
ぜひいろいろな方に見ていただきたいと
思います」
小森「曲のテーマ自体がすごく弾けるよう
な、ファンの方々と一緒に盛り上がれるよ
うなものになっていて、サビもすごく印象
的で楽しい感じです。インストだけでもす
ごくかっこよく、また歌詞も僕らの等身大
の言葉も入っているので、同世代の方に
刺さる曲だと思いますし、少し年上の人が
聞いてもすごくさわやかな気持ちになれる
楽曲になっています。PVもみんなでわち
ゃわちゃして、メンバーの仲のいい感じが
出ていたり、ひとりひとりが全然違う表情
を見せていたり、いろいろな面が見せられ
たと思います。すごく完成度の高いMVに
仕上がりました」

一「メンディーは約1年前にEXILEに
加入し、GENERATIONSと兼任する
ことになりましたが、何か変化はあり
ましたか？」
メ「自分の中の変化というより、去年の4

月27日にパフォーマーバトルオーディシ
ョンで、僕と亜嵐君がEXILEに入ったん
ですが、僕らよりGENERATIONSのパフ
ォーマーのほかの3人の意識がものすごく
変わったのかなと感じいて、3人ともすごく
燃えてるんですね。その姿を僕も見て、
改めて気合も入りますし、自分がEXILE
としてパフォーマンスする時には、このパ
フォーマー3人に“絶対やばいね”って言
わせないと、僕が入ってやる意味がない
というか、顔向けできないと思っていま
す。新しいエンターテインメントなどをフ
ァンの方々に届けるっていうのももちろん
なんですけど、自分の中での裏テーマで、
隼とか玲於とか勇太くんにやばいねって
言わせられるような、そんなパフォーマン
スを目指しています」

一「隼はメンディーがGENERATIO 
NSに何を持ち帰ったと思う？」
小「亜嵐君とメンディーさんがEXILEに
加入して1年経ちますが、ものすごい縦軸
が広がったようなイメージがあります。今
までGENERATIONSはEXILEさん、三代
目のみなさんがいて、一番下から、先輩
方を見ていろいろと経験してきたことが多
いんですけど、メンディーさんと亜嵐君が
EXILEに入ったことによって、より具体的
に物事の仕組みみたいなものが2人を通
して、よく分かるようになりました。また
EXILEで、活躍している2人を見て、すご
く刺激をもらいますし、感じるものも多い
ので、2人に負けないように頑張ろうみた
いな熱量がGENERATIONSのパフォーマ
ー3人にすごく増えたような感じはします」

一「現在、初の単独ツアーを全国で行
って、その後は世界も回るみたいです
が、どんな感じのステージなんです

か？」
小「GENERATIONSらしさがすごく出て
いるライブになっていると思います。
EXILE TRIBEで今までずっと活動させて
きていただいた中で、EXILEさんと三代目
さんにはそれぞれのスタイルがあります。
今回僕らはホールツアーという先輩方が
やっているような規模ではないツアーでは
ありますが、そこの中で改めてGENER 
ATIONSのパフォーマーとボーカルが向き
合いながら何ができるのかというのを考え
てやっています。そのおかげで、EXILEさ
んと三代目さんにはないような、ニュージ
ェネレーションな感じの、僕ららしいテイ
ストが出ているライブになっていると感じ
ます」
メ「そうですね。隼が言ったみたいに、G 
ENERATIONSらしさというか、自分たち
にしかできない楽曲やパフォーマンスがで
きてきたと思いますね。また、衣装ひとつ
にしても自分たちらしい、若くて、いい意
味でやんちゃな感じの衣装ですし、GEN 
ERATIONSってこういうものですよってい
うのが、パフォーマンスとか衣装を通して
も伝わるものがあると思います。また、ホ
ールツアーなので、距離もファンの方と
大分近く、その分ごまかしがきかない。変
な意味ではなく、ごまかしがきかないの
で、パフォーマーチームもリハから気合い
れて、つめていきましたし、本番まで本当
に休むことなくリハーサルをしてきたので、
自分たちの熱量というか、思いみたいなも
のが伝わるライブになっているのでは。初
の単独のライブは今まで自分たちが目指し
ていた目標でもあったので、それが叶った
喜びと感謝がこもったステージをお見せ
できていると思います」
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初の単独ツアーは“これがGENERATIONSですよ”って、
自信を持って見せられる
自分たちらしいライブができたと思う（メンディー）
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GENERATIONSは刺激的な場所。
出会って4年経ってもそれは変わりません（隼）
一「4月14日には、岡山の倉敷市民会
館でライブをやられましたが、岡山の
印象は？　またライブはいかがでした
か？」
小「GENERATIONSとして初めて岡山に
行かせていただきましたが、僕が思って
いたイメージと違いました。会場の裏が
美観地区で、街の雰囲気がすごく素敵だ
ったのにまず驚きました。ちょっと京都っ
ぽいというか…。まったくそういうイメー
ジを持っていなかったから、いい意味で期
待を裏切られました。岡山って、こんなき
れいな街なんだと、感動しましたね」
メ「僕は単純に初めて行く地域にもかか
わらず、本当にたくさんの方々が来て下さ
ったので、それがものすごくうれしかった
です。そして、その歓迎して下さるファン
の皆さんを見ていると、自分たちが知らな
いところでも、GENERATIONSというもの
が徐々に広まっていっているんだなと、強
く感じました」

一「2人にとってGENERATIONSっ
てどんな存在ですか？」

メ「僕はEXILEも兼任させていただいて
ますが、同じく兼任しているNAOTOさん
とNAOKIさんとは始まりが違うので…。
お二人はEXILEから三代目を兼任されて
いるんですけど、僕はGENERATIONSか
らEXILEを兼任させてもらっているので、
自分が始まったのはGENERATIONSだと
思っています。ずっと一緒に同じ釜の飯を
食いながら、本当にいろいろな経験をして
きているので、家族という感じですね。い
い事も悪いこともお互いに言い合います
し、自分を成長させてくれる場だと思いま
す」
小「刺激の場みたいなところはあります。
さっきメンディーさんが言ったみたいに、
兄弟みたいなところがあるので、お互い
がお互いを意識しあいながら、かっこいい
ことをやっていれば自分もそれ真似したい
と思いますし、ダンスとかエンターテイン
メントの情報があれば、みんなで共有した
りします。みんなと出会って4年ぐらい経
つんですけど、今でもなお刺激的な場所
ではありますね」

一「これまでくじけそうになったこと
はありますか」
小「僕らもデビューさせていただいたばか
りで、まだまだ新人のアーティストなの
で、くじけるというよりは、悔しかったと
思う事のほうが多かったかも知れないで
す。見に来ていただいたファンの皆さん
が次につながらなかった時のもどかしい感
じとか。メンバーともずっと一緒にいると
いう状況がそれまでなかったので、そこで
の人間関係やコミュニケーションに悩んだ
りもしましたね」

一「GENERATIONSという夢をひと
つ叶えて、さらに次の夢は？」
メ「GENERATIONSとして、ドームツア
ーができるアーティストになりたいなと思
います。僕がアーティストになりたいと思
ったきっかけがEXILEさんのライブだった
んです。『FANTASY』というスタジアム
ツアーだったんですが、それを見てEXILE
さんにあこがれ始めたっていう経緯がある
ので、一回スタジアムツアーをやってみた
いなというのがあります。夢だった初の単

OKAYAMA MOVE UP 
総合プロデューサー

一木広治（ICHIKI KOJI）
株式会社ヘッドライン代表取締役社長/二十一世紀倶楽部理事・事務
局長/夢の課外授業総合プロデューサー/2020東京オリンピックパラ
リンピック招致委員会・事業広報アドバイザー（2011年～2013年）
/LDH顧問エグゼクティブプロデューサー/ローソン・ローソンHMV
エンタテインメント顧問/アンファー顧問/チヨダ顧問/総合PR会
社vector（ベクトル）顧問/ USEN顧問/淑徳大学人文学部表現学
科客員教授/早稲田大学理工学部EDGEプログラム講師

独ツアーがかなったので、また新しい目標
で次につなげられるようなツアーをしよう
っていうことをメンバー全員で話しながら
ツアーをしているので、次はアリーナやド
ーム、スタジアムなどEXILEさんがやるよ
うなステージに立ちたいです」

一「岡山のファンにメッセージを」
メ「先日単独ツアーで岡山に初めて行か
せていただいたんですけど、ほんと街並み
とか岡山の方々の温かさにすごく感動し
て、岡山という場所がものすごく好きにな
りました。また自分たちのライブで岡山に
帰れるように一生懸命がんばるので、応
援のほどよろしくお願いします」
小「前回行った時に、ものすごい応援を
いただいて、それがすごい活力になりまし
た。そのいただいたパワーをまたみなさん
に恩返しじゃないですが、何倍にもして
返せるように、改めてメンバー7人全員で
力を合わせて頑張るので、引き続き応援
よろしくお願いします」
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質問をお寄せいただき、採用されたももちゃんさん、うっちゃりさん、
さおりさんには、2人のサイン色紙を名前入りでプレゼント！　

答えて！メンディーさん、隼さん

読者からの質問にメンディーと隼が直接答えます！

先日の倉敷市民会館でのLIVE見に行き
ました！　GENERATIONSのLIVEは

初めてだったのですが、若々しくエネルギッ
シュで、ステージだけでは収まりきらない程の
迫力のあるパフォーマンスにただただ感動で
した!!!　あれから毎日「Evergreen」のMVも
見てます。MV撮影時の裏話や思い出などあ
ったら教えて下さい!!!（ももちゃんさん）

メ「大きなスピーカーラジオのようなセット
の上で、僕が座って、玲於が立って太陽を
見つめるシーンがあったんですが、その大き
なセットがグラグラ揺れて、めちゃくちゃ怖
かった（笑）。結構風もあってほんと、すご
く揺れたんです。立っていたのもあって、玲
於はすごくビビってましたね（笑）」

新曲の 『Evergreen』について質問です！
『Evergreen』は、「色褪せない名曲」

という意味でもありますが、お二人にとって
何度聴いても色褪せない名曲はありますか？
（うっちゃりさん）
小「ジェイ・Zの『Empire State of Mind』。
この曲はアメリカ人が田舎からニューヨーク
に出てきて、コンクリートジャングルのビル
群の中で、孤独を抱えながらも立ち向かって
いくという応援歌のような曲。僕も三重県か

ら上京して来たので、その歌詞には感銘を受
けましたし、勇気づけられました。コンビニや
ラジオとかでふと流れてくると、めちゃくちゃ
テンションが上がります」
メ「THE NOTORIOUS B.I.G の『SKY'S 
THE LIMIT』です。歌詞の意味がめちゃくち
ゃポジティブな言葉なんですよ。 “自分が思
い描く姿に、誰でもなれるよ”みたいな。この
曲聞くと上がりますね」

EvergreenのダンスやMVで注目してほし
いところはどこですか？（さおりさん）

小「最後ですね。一番最後のアウトロで、
EXPGの生徒の皆さんにエキストラで出ても
らったんですけど、そこにすごく印象的なシ
ーンがあります。真似できる方は一緒に真似
していただけたらうれしいですし、こういう

印象的なシーンがあるっていうのを知っても
らえたら。今までの僕たちらしい不規則に動
く振りもあれば、EXILEさんのようなちょっと
ハネ感のある振りもあったり、今まで培って
きたものプラスアルファのものが詰まってい
ます。また、色味がすごく綺麗で、その映像
美にも注目して下さい」

OKAYAMA MOVE UP

GENERATIONS from EXILE TRIBE 
5.13 New Single『Evergreen』release!

『Evergreen』は春の季節にピッタリの壮大で爽快なダンスナンバー。
みんなで盛り上がれること間違いなしの一曲だ。躍動感あふれるダン
スパフォーマンスやメンバーの表情にも注目！

◆CD＋DVD 1800円　◆CD　1000円　◆ワンコインCD  463円
◆ミュージックカード【各メンバーの缶バッチ付き】463円　※価格はいず
れも税別
＜収録内容＞【CD】1.Evergreen　2.Tell Me Why　3.Evergreen （Instru 
mental）　4.Tell Me Why （Instrumental） 　＜Special bonus track＞Sing 
it Loud （English Version）【DVD】Evergreen （Music Video）

関口メンディーと小森隼のサイン色紙をプレゼント！
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――現在行っている事業についてお聞
かせ下さい。
「いろいろな分野の会社を経験し現在、そ
の時に築き上げた人脈を生かし、ファイ
ンシードという会社で6つほど事業を展開
しています。年内には10事業まで増やせ
ればと考えています。私が事業を立ち上
げる時のコンセプトは2つ。1つはスマー
トフォンに関わるビジネスであること。も
う1つは、誰もやっていないような事業を
やることです。やっている事業とやってい
る事業を組み合わせて、新しい事業を作
るということもありますが、基本やってい
ない事業というのが大前提です。現在準
備中の「農業3.0」事業もそのひとつ。
これはスマートフォンを使って農業を体験
できるというもの。IoT（＝Internet of 
Things）といって、インターネットでつな
いでやるということです。例えば、まず第
一弾として準備しているのが、岡山市の
イチゴ農園なんですが、そこにカメラを置
いてリアルタイムで畑を見られるようにす
る。そして、その土地の気温と湿度と二
酸化炭素濃度を確認できるということで
すね。さらに、オプションで水をやった
り、肥料をチェンジしたり、収穫や出荷を

頼定誠
岡山県出身の頼定氏は、IT企業、広告代理店、化粧品会社、ゲーム会社と幅広い分野
の会社でその手腕を発揮。前職のモブキャスト時代には、女子サッカークラブの世界
一を決めるmobcast CUP（国際女子クラブワールドカップ）の予選を岡山Kanko
スタジアム（当時名）で開催した。現在、ファインシードでも岡山と世界を結ぶ事業が
進行中だ。広い人脈を持つ頼定氏が今後やっていきたい事業とは。

することもできる。それを見るだけでも楽
しいですし、農地を持っていると自慢もで
きる（笑）。今はリアルとバーチャルが融
合したビジネスじゃないと長続きしないと
思うんですね。そして私はそこに“郷土
愛”というキーワードを加えて展開しよう
と思っています。私自身も岡山の出身とい
うことで、新ビジネスと岡山を結び付けた
いと思い、まずは岡山のイチゴ農園さんと
最初のモデルを作ろうと思いました。都
会に出た人が故郷の農地で作物を作ると
いうだけではなく、先ほども言いましたけ
ど、スマートフォンでいろいろな事業をつ
なげて、最終的にその作物のブランディ
ングまでやるなど、地方創生につなげて
いければと考えています。今回は毎月イチ
ゴのプランター1区画を1980円で貸し出
そうと計画しています。まだ構想段階です
が、その中から毎月100円はファジアーノ
岡山というJ2のサッカーチームに寄付さ
れる。いわばこの「こっそり農園」がスポ
ンサーですので、スポーツニュースでその
看板が映った時に、“俺、このチームにお
金出してるんだよね”って言える（笑）。そ
れもひとつの郷土愛的支援ですよね。ま
た、郷土愛を強めていただくために、この
1980円という値段設定にも秘密がありま
して、岡山県出身者じゃない人は3980円
なんです。ただし、岡山に親戚がいる、
もしくは向こう1年の間に出張もしくは旅
行で岡山に行く予定がある人は1980円で
いいですよと。それを言ったら、ほぼ全員
なんです。予定でいいんですから。そうい
うことをすることで、どこに自分が農地を

借りているのか、自分のイチゴがどこで栽
培されているのかということに、感心が持
てるようになると思うんです。そして最終
的には、世界の方にもやっていただきた
いなと。メイドインジャパンっていうブラ
ンドは、特にアジアの中ではすごく信頼が
あって、マレーシアやシンガポールの富
裕層はそれだけで、10倍の値段がする作
物を買います。そういう人たちに向けて、
やっていけば、イチゴといえば岡山だとい
うブランディングができるわけです。時間
はかかるかもしれませんけど、地方創生の
グローカル、つまりローカル戦略も含めて
グローバルに展開するような事をしません
かと、提案していければと思っています」

――岡山の若い人にメッセージを
「岡山って基本的にシャイな人が多いと思
うんです。しかし、私が若い人によく言う
のは、図 し々いぐらいの人が勝つというこ
と。東京から離れた西日本出身の経営者
の中には、面倒見のいい人もいっぱいい
ますし、そういう人たちも頼られれば、ど
んどんアドバイスなり、人を紹介してくれ
る。岡山の人は貪欲な人を嫌がる傾向が
あるので、西日本代表の大阪みたいに“ま
けてよ”とか言いません（笑）。でも経営
者はしたたかで図々しい人が多いですし、
貪欲にビジネスを展開するとか、準備を
すればきっとうまくいくんじゃないでしょ
うか」

頼定誠（よりさだ・まこと）1968年岡山市生まれ、岡山大安寺高等学校卒業。伊原木隆太岡山県知事は高校の2
年先輩にあたる。早稲田大学大学院商学研究科修了、中央大学理工学部数学科卒。平成4年日本アイ・ビー・エ
ムに入社。平成13年博報堂、平成18年エフツーエム取締役COO、平成21年モブキャスト常務取締役を経て、
平成27年ファインシード代表取締役社長。主な著書に「Webマーケティングコンサルタント養成講座」（翔泳社）、「e
コマースプランニング入門講座」（翔泳社）がある。

株式会社ファインシード
代表取締役社長

“郷土愛”がキーワード。
リアルとバーチャルが融合したビジネスを展開

MAKOTO  YOR I SA DA  

OKAYAMA

MOVE UP

日本を元気に

撮影・蔦野裕

ringo

ringo

ringo

ringo



   OKAYAMA MOVE UP

　スイスのチューリッヒで生まれ育った春
香クリスティーン。彼女が、ここ日本で人
気者になったのは、日本そして日本のテレ
ビ番組への強烈なあこがれがあったから
だという。
「私、タレントになりたいだとか、女優に
なりたいだとか、夢とか目標みたいなもの
が全然なかったんです。幼いころから衛
星放送で日本のテレビ番組を見るのが大
好きで、見ているだけでこれだけおもしろ
いんだから、テレビの向こう側に行った
ら、もっと楽しいんじゃないかって思って
いたんです。それで何て言うのかな、あこ
がれ、かな。あこがれだけで今までやって
きた感じがしています」
　2008年に日本の高校に編入する前ま
では、夏休みになると日本に来ては、“テレ
ビの向こう側”を体験した。
「情報誌でエキストラ募集みたいなのを見
て、バスケットボールの試合で応援席に
いるたくさんの観客の１人として参加した
のが最初で、それから『アッコにおまか
せ！』であるとか、番組観覧にも行きまし
た。テレビの向こう側は思ってた以上に
楽しくて、すごくおもしろかったです。そ
んなことをしているうちに“もっと向こう
側”に行ってみたい気持ちにもなりました。
それからですね、インターネットでオーデ
ィション情報を交換するページを閲覧した
り、いろいろな芸能事務所のホームペー
ジを見たりして、情報収集するようになっ
たんです」

春香クリスティーン
テレビの向こう側への
あこがれを追い続けて

― SPECIAL INTERVIEW ―

　今年デビューから5年を迎えた、春香クリスティーン。生まれ育ったスイスで日本のテ
レビ番組を見ながら日本へのあこがれを募らせていた彼女の生き方を大きく変えたの
が、オーディション「ホリプロタレントスカウトキャラバン」。演技にグラビア、ものまねや
カラオケ、さらには政治とさまざまなフィールドで活躍する彼女にインタビューした。

“テレビのもっと向こう側”へ
　現在、ホリプロに所属し、“テレビの向
こう側”で活躍する。そのきっかけとなっ
たのが、綾瀬はるかや石原さとみなど今
をときめく才能を輩出している老舗オーデ
ィションの「ホリプロスカウトキャラバン」
に参加したこと。
「全部で3回受けています。いろいろなオ
ーディションがありますけど、私の場合、
父親が知っている事務所でないと許して
もらえないということもあったので、歴史
あるホリプロというのは大きかったです
ね。最初はスイスからインターネットで応
募して、2回目からは日本で。3回目は大学
受験の年と重なっていたんですけど、応
募しました。大学が決まってからって考え
もあったんですけど、毎回テーマが違う
し、応募できる対象年齢も変わったりする
こともあるので、出すしかないなって思っ
たんです。あの時は、これで最後だ！ぐら
いの気持ちもあったかもしれません」
　全員面接のスタイルで行われたオーデ
ィションには「リクルートスーツ」（スタッ
フ談）で参加。本人によれば、狙ったわ
けではなく「ファッションセンスがない」
という自覚から「とにかく清楚に行こう」
と選んだという。面接ではガチガチになり
「100点満点なら5点。それだけでも点を
もらってるなってぐらい」の出来。受賞は
なかったが、彼女の一生懸命さや“テレビ
の向こう側”への強いあこがれが事務所の

目に止まり、現在に至っている。

“あこがれ”を追い続ける
「今年でデビューして5年になります。ず
っと、いただいたお仕事、目の前のお仕
事を一つひとつ丁寧にやることを続けてき
ただけなんですが、いろんな地方を訪ね
ることができたり、政治家の方にお会い
できたり、自分が観覧に行っていた『アッ
コにおまかせ！』に出演させていただけた
り……、日々、お仕事をするなかでうれし
さや楽しさを感じています。こんなふうに
なるなんて、以前の私には想像もつかな
かったですから。“あこがれ”を追い続け
て来て良かったって思っています」

はるか・くりすてぃーん…1992年1月26日生まれ。スイス連邦チューリッヒ市出身。バラエティー番組を始め出演
番組は多数。2月に『ナショナリズムをとことん考えてみたら』（PHP出版）を出版している。　

春香クリスティーン
直筆サイン色紙を
３名様にプレゼント！
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   OKAYAMA MOVE UP

̶芸歴15年のキャリアを持つ中尾。5月
に公開される映画「鏡の中の笑顔たち」
では、後輩をさりげなくフォローする、コ
ーヒーショップのマスターを演じている。
「普段はわりと元気なキャラクターを演じ
ることが多いですが、今回の映画では大
分落ち着いた役ですね。大人っぽい？ま
あ、もう27歳ですから（笑）。この映画は
北海道でロケをしたんですけど、1日で
撮影を終えたんです。出演シーンは
結構あったのに、もうギチギチに
詰められて（笑）。なのに、セ
リフを言いながらコーヒーを
いれるシーンでは、動作が
ついていかずコーヒーをド
ボドボあふれさすという
NGを出してしまいまし
た。映画の主演は事
務所の後輩の白石
隼也だったんで
すけど、すごく
素直な男の子
でした。僕っ
てすごく若い
時から役者を
やっているの
で、いつも自
分が一番下だ
と思っていたん
です。事務所で

も現場でも最年少でし
たし。それがここに来て、年

中尾明慶
AK I Y O S H I  N A K A O

明るい好青年から頼れる兄貴に成長中？！

4月からは連続ドラマにレギュラー出演、5月には出演映画が全国公開、そして7月に
は明石家さんま主演の舞台と、幅広いフィールドで活躍中の中尾明慶。ほかにも「ス
ーパーGTプラス」ではメインMCも務めるマルチぶりも発揮している。そんな超多
忙な中尾が芝居や共演者、後輩など仕事のこと、そして妻で女優の仲里依紗と子ども
についてなどプライベートな事を語る。また、岡山の人へ熱いメッセージも。

下の子と共演することが増えてきて、ちょ
っと大人になったかなって（笑）。今回も
隼也にご飯に連れ行って下さいって言わ
れて、1泊しかない札幌で、2人でご飯食べ
ました。後輩が熱く語っていうのを聞きな
がら“ちょっとお兄ちゃんになっているん
だな、俺も”みたいな（笑）。でも相談さ
れるって相談するよりも辛いですよね。相
談するほうが全然ラク。だって僕の一言
で救われたり、もしかしたら救われなかっ
たりするじゃないですか。相談する側は、
実は答えて欲しいことは大体決まってい
る。それを的確に言ってあげなければいけ
ないので難しいですよね。でも人生の半
分以上俳優をやらせてもらっているので、
先輩風は吹かせています（笑）」
ド̶ラマ、映画、舞台と続きますが。

「基本的になんでもやりたい人なんです。
やれることがあるなら、なんでも挑戦して
いきたい。7月の舞台では、さんまさんと
ご一緒させていただくので、すごく楽しみ
です。さんまさんとは2作品目ですが、僕
はさんまさんのことを笑いの神様だと思っ
ているので。役者をやる上で、お笑いの
勉強というわけではなく、笑いというひと
つの感情表現を自分の中に吸収するのっ
て大切だと思うんです。それが学べる環
境ですよね、お笑いの方とお仕事をする
と。その中でも僕はさんまさんが世界一
面白い人だと思っているので、また共演さ
せていただけるのは、非常にうれしいで
す。『七人ぐらいの兵士』という今回の舞

SPECIAL
INTERVIEW
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   OKAYAMA MOVE UP

ネガティブをネガティブで終わらせず、
ネガティブな中に隠れているポジティブを
見つけることができるかが大切
台は、15年前にやったものの再演ですが、
公演数も少なく“伝説の舞台”と言われて
いる作品です。それをさんまさんが60歳
を迎えて、またやりたいという思いが強く
あったみたいで、再演されることになった
ようです。実は最近、さんまさんとお食事
をしたんですけど、その時に“（共演する）
生瀬とも話してたんだけど、お前（中尾）
ならあの役ができると思ったんだ”って言
われて。やる前からできるって言われちゃ
うとものすごいプレッシャーだけど、そう
言っていただけたのはすごくうれしかった
し、大きかったですね。ますますいいもの
にしなきゃと気持ちが引き締まりました」
̶さんまと共演した前回の舞台はどんな
感じ？
「前回は、初日開けたときが3時間、千秋
楽が3時間40分でした（笑）。かなり伸
びてるんですけど、決して稽古でしていな
いことはやらないんです。そこは絶対で、
そこを本番でガラリと変えることはない。
よくどこからどこまでがアドリブなんです
かって聞かれるんですけど、基本は全部
稽古でやっていることをしています。さん
まさんの稽古って1日1回しか通さないん
ですよ。まず1時間トーク、稽古、1回通
す、最後に1時間半トーク（笑）。稽古が
そんな感じで5時間ぐらいのパッケージに
なっている（笑）。でもただトークをしてい
るだけじゃない。みんなの事をすごく観察
して、キャラクターに反映させたりしてい
ます。僕がさんまさんにちょいちょいタメ
口を挟んだりするような役もそんなトーク
の時に生まれている気がします。稽古で
はちょっとでも噛んだら罰金を取られるん
じゃないかっていう勢いでさんまさんが見
ているので怖いですよ。ほんのちょっとの
言い間違えとかもすぐわかるから、おっそ
ろしいなって（笑）。あと、カーテンコー
ルの一言挨拶まで入念にリハーサルしま
すから。お客さんに拍手をいただいて、お
辞儀をしたら、普通はなんとなく素の自分

に戻りますよね。
そして挨拶の時
は、役ではなく
俳優として挨拶
をするものです
が、さんまさん
の場合はそうじ
ゃない。“今日は
お前のばあちゃ
んが見に来たこ
とにしろ”とか
“今日はお前から
俺に何か一言ダ
メ出ししろ”とか
（笑）。それもす
ごく面白いんで
すけど」
̶4月からは読売テレビ・日本テレビ系の
連ドラ『恋愛時代』で主人公の幼なじみ
役で出演。主演の満島真之介と比嘉愛未
2人の秘密を知るという重要な役どころ。
「ラブストーリーですけど、僕にはまったく
ラブな部分がない（笑）。ある夫婦が離婚
して、でもまだお互い相手のことをすごく
思い合っている。ある時、離婚の決断を
するようなある出来事が起こるんですけ
ど、僕は旦那の幼馴染で、いろいろとア
ドバイスをするという役です。僕自身、
2013年に結婚して子供が生まれ、そこで
感じたことがいろいろあるので、そんな思
いみたいなものをちょっとでも出せたらい
いなと思いながら日々撮影しています。で
も本当はラブしたいですね（笑）。これま
でもラブの作品ってほとんどやったことが
ない（笑）。唯一ちょっとラブかなってい
うのが、うちの奥さんと共演した『時をか
ける少女』ぐらいですね。でもそれもタイ
ムスリップして、昭和の男の子と平成の
女の子が恋をするっていうような、純粋な
ラブストーリーとはちょっと違う感じだっ
たし。そのあとプライベートでラブストー
リーに…しちゃいましたね（笑）」

撮影・神谷渚

̶結婚して子どもが生まれ、夫となり父
親となって変わったこと。
「物事の見方がより真剣になりました。そ
れがいい方に出る時と悪い方に出る時が
あるんですけど、とにかく考え方が変わり
ました。例えば今回の作品では“死産”っ
ていうワードが出てくるんですけど、その
ものに対する捉え方が独身の時とは全然
違いますね。そこは監督に、子どもがい
るから分かるその言葉の重みというか、自
分が感じた思いをブレずに演じていけたら
いいなみたいなことはお話させていただき
ました。結婚はプライベートなことです
が、そんな風にものの見方が変わること
で、当然演技にも影響してくる。自分に
子どもがいると、もちろんそれまでも“死”
というものは重く受け止めていましたが、
具体的にどのぐらい衝撃なのかは、実感
出来ていなかったのかも知れない。いいこ
とも悪いことも人間はいろいろな体験をす
る。それが、すべて自分の糧となって、演
技の幅が広がったり、表現方法が変わっ
てきたりするので、改めて俳優ってすごく
楽しい職業だなと思いましたね。こんなプ
ライベートの感情が生きる仕事ってほか
にないですよね」

̶何事もポジティブにとらえ、明るいキャ
ラクターだが、落ち込んだ時はどうやって
自分を奮い立たせるのか。
「うーん…、そもそも僕はあまり落ち込ま
ないんですよね。いろいろ考えたり、悩ん
だりすることもありますが、それでドップ
リ沈んだりっていうことはないですね。ま
ず、芝居に救われています。芝居をして
いる時って、それ以外に何も考えていな
いので、嫌なことを忘れちゃうんです
（笑）。あと、例えば仕事で悩んだり切羽
詰ったら、マネージャーとかにはっきり言
っちゃうので（笑）。衝突とまではいきま
せんが、もやもやした気分をためると余計
ダメだと思うから、それは言う。言って喧
嘩になったっていいんです。心に溜め込
んで、嫌だ嫌だって思っているより、ぶつ
かってお互いに気持ちをさらけ出して、そ
こから這い上がったほうがいい。だって人
生っていいことなんか1割あるかないかじ
ゃないですか。ほかは苦しいとか辛いと
か、ネガティブになりそうなことが9割だ
と思うので、それを毎回落ち込んでいた
ら、どんどん暗い人間になっちゃう気がし
て。だったら、9割の方がきたと思って挑
むと不思議と気が楽になる。そんな楽し
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「僕、サインってないんですよ」。そういうと色
紙にまっすぐ名前を書く中尾。字をほめると
「何回も書いているので、自分の名前だけはうま
いんです」とニッコリ。後輩が増えてきたとい
うが、かわいがられる年下キャラは健在。

中尾明慶のサイン色紙を
3名にプレゼント！

INFORMATION

僕たち若者みんなでこの世の中を良くし
て息子の世代にバトンを渡してあげたい
いことばかりじゃ面白くないじゃないです
か。辛くて苦しいことの多い方が絶対楽
しいです（笑）。恋愛もすごくお互い大好
きでっていうんも幸せだけど、特に夫婦は
喧嘩して仲直りして飯食って、また喧嘩し
てっていうのが楽しい（笑）。マネージャ
ーさんは大変かもしれないけど（笑）。ネ
ガティブの中にポジティブって隠れている
のかも知れないですね。ネガティブをネガ
ティブで終わらせない。ネガティブな中に
隠れているポジティブをいかに見つけるこ
とができるかが大切なんじゃないかな」
̶岡山とは縁があるとか。
「母の生まれが岡山なんです。すぐに兵庫
に移っちゃったんですけど、もともとは岡
山。あと僕はレースの番組とかもやらせて
いただいているので、毎年必ず岡山国際
サーキットに行きます。4月の初めにも行っ
て、キビ団子と塩ポン酢をお土産に買い
ました。塩ポン酢、名産なんですよね？違
うの？　すごく人気みたいで、飛ぶように
売れていたから買って帰らななきゃって
（笑）」
̶岡山で日本を元気にしようと頑張ってい
る人にメッセージをお願いします。
「僕なんかがメッセージなんておこがまし
くて、逆に地方から日本を元気にしようと
頑張ってるなんてすごいなって思っちゃい
ますけど…。でもひとつあるなら、僕もそ

うなんですけど、好きなことややりたいこ
とができている時点で勝ちだと思うんで
す。人生は勝ち負けじゃないけど、好きな
ことは胸を張ってやり続けているって大事
なことだし、それが生きるっていうことだ
と思う。好きなことなら、嫌なことがあっ
ても受け入れられる。でも好きなことだけ
できる人って限られるし、そこに飛び込む
勇気って結構必要だと思うけど、その勇
気は持っていて欲しい。特に僕と同世代
の人は絶対になくさないでほしいと思いま
すね。好きなことに挑戦する勇気を持つ
ことを。どこかのオヤジが“今時の若者は
…”とか言うじゃないですか（笑）。でもふ
ざけるんじゃないと。僕らだって僕らなり
に一生懸命やっているし、あんたたちの
時代を絶対に超えてやるからこんちくしょ
うって（笑）。僕たち若者みんなでこの世
の中を良くして息子の世代にバトンを渡し
てあげたいから、オヤジ達、よく見ておけ
よってみんなで言いましょう。でもそれっ
て永遠のテーマですよね。僕、多分オヤ
ジになったら“今の若いものはなってない”
って言ってそうだもん（笑）。というか、
僕以上に言う人はいないと思うぐらい絶
対に言う（笑）。でもそうやって、若い世
代で一緒に、いい世の中を作っていきた
いですね」

POSITIVE ITEM
SPORTS
　汗をかくことが好きですなのでボクシン
グやウエイトジムに通っています。ボクシ
ングジムに行くと、ただひたすらサンドバ
ッグ殴ってるとか（笑）。なんかスカッと
するんです。運動の何がいいかって言う
と、やっている瞬間だけじゃなくて、アフ
ターが楽しい。運動してヘロヘロになっ
て、家に帰って、お風呂に入って、ビー
ルをちょこっと飲んだら、すごく熟睡でき
る。そしたら、翌朝の目覚めも全然違う。
“超寝たー”って（笑）。そこまでがひとつ
の流れで、リラックスできるのが運動のい
いところですよね。仕事でストレスがたま
っても、翌朝スッキリ。それに汗を流す
と、自分の中にあるもやもやしたものも一
緒に出ていくような気がするんです。銭
湯もいいですよね。体を動かして、銭湯

に行って、サウナと水風呂に交互に入っ
て、出たらアイスを食べる（笑）。そした
らもう幸せです。

読売テレビ・日本テレビ「恋愛時代」
毎週木曜、夜11時59分～
主人公の幼なじみで産婦人科医局員・海江田護役で出演中
【出演】比嘉 愛未、満島 真之介、香椎 由宇、喜多嶋 竜一、佐藤 隆太など

「鏡の中の笑顔たち」
5月30日（土）角川シネマ新宿ほか、全国公開
【出演】白石隼也、夏菜、松下由樹、ミッキー・カーチス、松原智恵子など

「七人ぐらいの兵士」
【東京公演】7月5日（日）～26日（日）、Bunkamuraシアターコクーン【大阪公演】8
月19日（水）～25日（火）、シアターBRAVA！【出演】明石家さんま、生瀬勝久、
内田有紀、山西惇、温水洋一、八十田勇一、森田甘路、須賀健太、中村育二、恵俊彰

OKAYAMA MOVE UP

MOVIE
　最近見た映画の中で超ポジティブにな
れたのが「蒲田行進曲」。名前は知ってい
ましたが、実は今まで見たことがなかった
んです。マネージャーさんから推められ
て、迷ったんですけど、騙されたと思って
見たらすごくいい映画だった。エンターテ
インメントを極めているというか、映画の
中にすごくエンターテインメントの世界があ
ふれていた。そういう作品に自分自身も出
てみたいし、そんな作品がもっと増えると
いいですよね。だって暗い世の中で、暗
い映画見たくないでしょ？　暗い世の中だ
からこそ楽しい映画を配信していきたいと

思います。
「蒲田行進
曲」をまた
撮ることに
なったら、
僕絶対に
オーディシ
ョンに行き
ます（笑）。
ヤスの役
で。オーディションを受けたら、絶対受か
る自信ありです（笑）。
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ringo

ringo

ringo
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玉川：先日も共演させていただいたんで
すが、ライブ活動も精力的ですね。
武川：6月にアイプラザでイベントをや
ります。来てもらったことで、元気にな
る、何かやろうっていう気持ちになるよ
うなライブになったらいいなって思いま
す。というのも、人と人とのつながりっ
て薄くなってきてると思うんですよ。困
ったら助けよう助けてもらおうとかそう
いう……。でも、そういったなかで頑張
っている人たちはたくさんいると思うの
で、ライブで何かできたらって思うんで

on Live

玉川：シンガーソングライターになった
きっかけは何ですか？
武川：うーん、僕は、歌うっていうより
も楽器がしたくて音楽を始めたんですよ
ね。
玉川：どうして楽器だったんでしょう
か？
武川：僕は目が不自由で今は光ぐらいし
か見えてないんですよ。中学までは字
はなんとか見えて書けたけど、高校にな
ったら字は読めなくなってしまった。そ
うなると点字を使うことになるんです
が、中学から点字を始めていたんだけ
ど、追いつかなくて。高校では勉強に
追いつけなくなってしまいました。そう
なるとストレスがたまるでしょ、半分う
つ状態ぐらいなところまでいって。その
時に一緒の学校に音楽をやってる人が
いたんですよ。それがめっちゃかっこ良
くてね。音楽はもともと好きだったんだ

けど、それがきっかけですね。
玉川：そこからシンガーソングライター
に移行していくんですか？
武川：最初はカバーですよね。ギター
をやって、ドラムを叩きたくなってドラ
ム、そしてベースもやりました。作曲を
始めるのは17、18になってから。ちょう
ど小室哲哉さんが表に出てきたころで、
シンセサイザーにも興味を持ちました。

しあわせのわ LIVE 
【日時】5 月 30 日（土）14 時開演【会場】れんげ亭（倉敷）
しあわせのわ であいつながり チャリティーコンサート

【日時】6 月13 日（土）  14 時開演、17 時終演予定
【会場】 西川アイプラザ（岡山市）
CD 情報　たけさんオリジナルアルバム　13 曲収録　
価格 ¥1000　このアルバムの売り上げのすべては、しあわせのわ基金として
地元の支援活動に利用させていただいています。

玉川洋輔　ワンマンコンサート -DREAM STATION- Season3
【日時】10 月18 日 ( 日 ) 18 時 30 分開場、19 時開演
【会場】BLUE BLUES（岡山市北区表町３丁目12-12）
【料金】前売り￥2500  当日￥3000　＋ 1ドリンク制

Ameba：http://ameblo.jp/0912yosuke1225/
facebook・Twitter : 玉川洋輔で検索

今後もライブイベント続々！ 少し先になるけど…ワンマン決定！

DREAM ARTIST 
Special Interview Column

on Starting Point 

vol.5 武川浩昭 HIROAKI TAKEKAWA

音楽でみんなを幸せにできたらいいよね！

「めっちゃかっこいいいと思った」

玉川：シンガーソングライターとして、
自分の書いた楽曲を通じて伝えたいこと
ってあると思うんですが、武川さんはど
のように考えられてますか？

on Music
「励みになった」って言われる音楽

武川：だんだん分かってきたことなんだ
けれど、元気とかなんだろうなって。音
楽をやり始めた10代のころはカバーを
やるだとか、曲の雰囲気さえ良ければっ
て思っていたところもあるんだけどね、
今、仲間と一緒にライブを主催したりし
て、音楽をやっている人はもちろん音楽
とは全然関係ない人だとか、いろんな
人と出会うんです。実際に笑顔や幸せ
が絶えない人もいれば、ストレスや悩み
を抱えている人もいる。そういう人たち
と接するなかで、みんながいいようにな
ればいいなあって。
玉川：僕もストリートライブをやってて

「元気が出た」なんて言われたりして、
自分が音楽をやっている意味があるな
って思いますね。
武川：「励みになった」とかね。

ライブで人の心を動かしたい
す。だから、ご縁っていうのかな、人と
人とのつながり方っていろいろあると思
うんだけど、そのなかでいろいろな方に
来ていただけたらなって思っています。
玉川：武川さんにも僕にも夢があって、
お客さんそれぞれにも夢ややりたいこと
があると思うんですよね。それがぶつか
りあった時に何が起きるか。ライブには
そんな期待がありますね。
武川：歌で人の心を動かせる活動がで
きたらいいですよね。

玉川：武川さんの夢って何ですか？
武川：音楽はずっとやっていくつもりで
すが、近く結婚するのでまずは家族、
友達、そして縁ある人たちがみんな幸
せになる。それが僕の夢ですね。そのた
めには、まずは自分が幸せになること。
僕の場合は自分の夢を追っていくことな
んだけど、それができれば周りのみんな
も幸せになっていくと思うんですよ。僕
はよく「たけさんいつも笑ってるよね」

on Dream
みんなが幸せになれるように

「楽しそうだよね」って言われるので、そ
のスタンスを保っていって、夢を与える
ような存在でありたいと思います。
玉川：僕は、夢があるから自分は生きて
いけるって思っています。音楽をやって
いなかったら他の道で夢を追っていたと
は思うけど、今は音楽をやっているので
プロになって、いい曲を書きたいんです。
武川：いろんな形でいい方向にいける
ようにね。

玉川：最後に読者にメッセージをいただ
けますか？
武川：夢って人によって違うと思うんで
す。先日聞いた話ですが、ある大学で

「あなたの夢はなんですか」って尋ねたら、
「就職」って返ってきたそうです。それもま
ああるんだろうけど、なんか違うなとも思
うんですよ。
玉川：お金を稼ぐことってことでしょうか。
とりあえずどこかに職に就こうみたいな？

武川：うん、まあ、その答えが何だって
いうわけじゃないけど、僕は何か違うんじ
ゃないかなって思うんです。それと、夢は
ないみたいな風潮もありますよね。でも
僕、少しでも自分がしたいと思うこと、や
りたいって思うことがあったら、それは夢

を見つけてるってことだと思うんですよ。
そしたらそれを貫くというか、磨いてほし
い。そうすれば輝くんじゃないかなって思
います。
玉川：そういうふうに流れを変えていける
音楽を発信していきたいですね。

For the reader
やりたいことは貫け！

武川浩昭
1976 年生まれ

岡山県出身

撮影・谷 惇平

MC 玉川洋輔
1989年9月12日生まれ

岡山県出身
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神奈川県横須賀市出身。19歳からダンスを始め、横須賀、横浜、東
京などのクラブイベントで活動。ダンススクール「EXPG」にてイン
ストラクターをしながら､ さまざまなアーティストのバックダンサー
として活動。2007年 1月､ 新生 J Soul Brothers のメンバーに抜擢
され、2009年2月にデビュー。同3月1日からはEXILEのパフォーマー
として多方面で活躍。

皆さんの夢は何ですか ??
 そんな事を唐突に聞かれたら、ど

のくらいの速度で答えられるでしょうか ? 
そういえば今思い返してみると僕が初め
て夢という夢を持ったのは中学 1年生の
時、水泳でオリンピックに出場したい !　
だったかもしれないです…。親に目指し
てみれば ? と言われたのが始まりだった
と思いますが、確かにそう思っていました。

　しかしその夢は中学 3 年生の時にあき
らめてしまい、もっと現実的で将来設計
もしやすい大工さんになる!　という夢と
いうか目標に変わった瞬間を今でも鮮明
に覚えています。もちろん大工さんも立
派な仕事だし魅力的でした｡ 必ず独り立
ちして親方になると心に決めて高校も建
築科に行き、周りの友達も家業が大工さ
んだったり建築業が多かったです。この
まま順調に行けば大工さんの夢はもしか
したら叶うと思っていました…ダンスと
出会うまでは。（笑）

  人生なんて何があるか分かりませんね、
実際に大学にも行かず高校卒業してすぐ
に建築業に就職した僕が、今では大学の
教壇で客員教授をやらせていただいてい

るのですから（笑）｡ 昨年初めてのチャレ
ンジでしたが、今年も引き続き淑徳大学
人文学部表現学科で 2 年目の講義が先
日スタートしました。第 1回目の講義は
教室での座学ということで、パワーポイ
ントや映像を作ってしっかりと準備をし
て、スーツに身を包み指示棒を片手に本
番を迎えました ! 今年も出席を取ったり、
自己紹介したり、EXILE をより深く知っ
てもらう事で、僕たちが何を表現したく
て、実際にどんな方法で表現をしている
か、そしてこの講義で僕が伝えたいこと
を生徒の皆さんに感じてもらいました。

　そんな中の一つに夢のプレゼンがあり
ます、まず色紙にみんなの夢を書いても
らうのですが、表現学科だけあって皆さ
ん夢を書き上げるまでのスピードが速い
速い（笑）。EXILE メンバーの中でよく
出る話の中に、流れ星に夢を願うのは、
その一瞬の間に自分の夢を明確に願うこ
とができるくらいの想いの強さを持って
いれば、叶わない夢は無いんだというの
があります。確かに願っただけで叶うの
ならそんな楽なことは無いですね（笑）。
大切なのは情熱を持って想い続け更に行
動し続けることなんだと改めて感じてい

ます。
　生徒の皆さんからは、声優、アナウン
サー、俳優、プロデューサー、イベント
企画や雑誌編集など様々な夢が飛び出
して来ましたが、驚いたのはプレゼンが
躊躇なく思いっきりで面白かったです。
こういう時、1番に手を挙げて発言する
のは勇気のいることですが、次々に手を
挙げて躊躇なくプレゼンする生徒たちに
驚きと頼もしさを感じました。真面目な
プレゼンやおもしろキャラもいたり、今
年も本当に楽しい講義になりそうです！　
次回の講義からはダンスを実際に踊って
もらい僕のダンスという表現方法を通じ
て自分の表現へ繋げてもらおうと思って
います。こうやって講義を続けて、いつ
か自分の仕事場で、あの時の生徒と一緒
に仕事するのが、僕の新しい夢になりま
した！

　最後の講義まで気持ちを込めて一生
懸命に先生をしたいと思いますので応援
よろしくお願い致します。

　さて、皆さんの夢は何ですか ??

（TOKYO HEADLINE vol.641より）

皆さんの夢は何ですか??第33回

EXILE TETSUYA“男を上げる”Monthly Column suppoted by ANGFA
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