


EXILE 15年が分かる！
『EXTREME BEST』9.27 on sale 



　デビュー 15 周年を迎える EXILE が、
彼らのデビュー日（9月27日）に放つベス
トアルバム『EXTREME BEST』は、その
名の通り“ 究極のベスト ”と言えるだろう。
デビュー曲「Your eyes only ~ 曖昧なぼ
くの輪郭（カタチ）~」から最新シングル

「Joy-ride ~ 歓喜のドライブ ~」までのシ
ングル曲（45 曲）、06 年にTAKAHIRO が
EXILE に加入した第二章以降のミュージッ
クビデオ全 53 作を収録した今作は、第一
章から第五章までの EXILE の軌跡を刻ん
だ集大成的な作品だけに、EXILE のどの
時代から入った人でも、彼らの 15 年間の
歴史が楽曲や MV によってパーフェクトに
わかるベストになっている。
　今でこそ”ダンス& ボーカル グループ ”
というジャンルや形態は多くの人たちに認
知されているが、EXILE がデビューした
15 年前を振り返れば、男性ボーカル 2 人

とダンサー4 人という形態の男性グループ
は珍しく、デビュー曲「Your eyes only ~
曖昧なぼくの輪郭（カタチ）~」や「song 
for you」のようなメロウな楽曲で、ダン
サーたちがボーカルと対等な立ち位置でパ
フォーマンスをしている姿に衝撃を受けた
人も多かったはずだ。ダンサーがボーカル
のバックで踊る装飾的な存在としてではな
く、それぞれの個性をアプローチできる場
を作り、楽曲が持つ世界観をダンスでも
表現するパフォーマーへと進化する。それ
が次世代のダンサーたちに大きな影響と刺
激を与え、EXILE の活躍によって将来ダ
ンサーになりたいという夢を持つ子供たち
が増えたことを思うと、デビュー当時から
彼らは将来を見据えた EXILE にしかでき
ない未来に向けたエンタテインメントを明
確に世に放っていたことになる。
　今回のベストに収録された第一章の楽

曲は、TAKAHIRO のボーカルで再録音し
たバージョンが収録されているが、TAKA
HIRO は自らが EXILE に加入した第二章
以降のライブやレコーディングで積み重ね
てきた経験を歌に昇華させているのも聴き
どころのひとつ。TAKAHIRO が EXILE の
ボーカルになって10 年の月日が経つが、
ATSUSHIと TAKAHIRO による第一章の
楽曲に新たな輝きを見ることができる。ま
た、今作を聞けば、EXILE のバラードやミ
ディアムナンバーは、どんなに時を経ても
色あせない世界を持っていることがわかる
だろう。「ただ…逢いたくて」「Lovers Aga
in」「Ti Amo」「あなたへ」「情熱の花」など、
ここに書ききれないほど数多くある至極の
バラード曲たち。それらの楽曲に刻まれた
繊細な心模様を、時に切なく、時に情熱
的に歌う ATSUSHIと TAKAHIRO。彼ら
の高いボーカル力と細やかな表現力を、こ

のベストで再確認できるはずだ。
　自分たちのルーツであるブラックミュー
ジックや HIP HOP、R&B の要素を落と
し込みながらも、「Together」や「Carry 
On」のようなカラオケで歌える楽曲、ま
た ZOO のカバー曲「Choo Choo TRAIN」
でメンバーが縦に並びグルグル回るダンス
をアレンジして取り入れるなど、第一章当
時からEXILE のエンタテインメントは、み
んなで楽しめるポイントをいくつも持って
いたが、それらは15 年 12 月にリリースし
た 47 枚目のシングル「Ki・mi・ni・mu・
chu」で覚えやすいメロディや誰もが簡単
に真似できるサビ部分のフリにしっかり
継承されているといっていいだろう。また

「Choo Choo TRAIN」以外にも EXILE は
「LAST CHRISTMAS」（Wham!）など、世
代を超えて聞かれ続けてきた歌をカバーし
ているが、EXILE はカバーブームが起こる

『EXILE 15年分の進化と成長を体感せよ！』



前からカバーをやり、こんなにも数多くの
オリジナルのヒット曲があるにも関わらず、
EXILE のライブ定番曲としてメニューに加
えてきた。「EXILE のエンタテインメント
で、多くのみなさんを笑顔にしたい」とい
う思いは、彼らがカバーした曲たちにもしっ
かり刻まれているのだ。DISC-1に収録し
た、GLAY×EXILE 名義で 05 年にリリー
スした「SCREAM」。GLAY のメンバーと
HIRO は以前から交流があったとはいえ、
ロックバンドとダンス & ボーカルグループ
の意外な組み合わせのコラボにはファンの
みならず、双方にこんな一面もあるのかと
誰もが驚かされた楽曲だ。しかし、この意
外な組み合わせのコラボは、年月を経て、
TAKAHIRO、GLAY の HISASHIらが結成
したバンド・ACE OF SPADES へと繋が
り、今年リリースした『HiGH&LOW ORIG
INAL BEST ALBUM』に ACE OF SPAD

ES が参加するなど、世代を超え、カタチ
を変えて継承されている。
　09 年に二代目 J Soul Brothers が加入
し、14 人体制となった第三章の EXILE。
三味線の吉田兄弟が参加した「FIREWOR
KS」、松尾潔と「Lovers Again」「Ti Amo」
以来再びタッグを組んで作り上げた踊れる
バラード「ふたつの唇」、あえてダンスが
ない「もっと強く」、大規模なセットの中
で EXILE、EXILE TRIBEらがパフォーマ
ンスする壮大な MV が注目された「Rising 
Sun」など、EXILE エンタテインメントの
継承、EXILE にしかできないエンタテイン
メントを様々な試みを施した楽曲で届け続
けていたのがわかる。
　13 年の HIRO のパフォーマー勇退を受
け、14 年に岩田剛典、白濱亜嵐、関口メ
ンディー、世界、佐藤大樹の 5 人が新パ
フォーマーとして加入し、第四章をスター

トさせた EXILE は新体制第一弾シング
ル「NEW HORIZON」、そして「情熱の
花」の後、「24karats GOLD SOUL」を
リリース。「24karats」はこれまで、“EXI
LE” のみの名義のリリースはなかったが、
19 人体制となった第四章で、ATSUSHI、
TAKAHIRO のボーカルによる「24karats 
GOLD SOUL」を放ち、新体制の勢いと
力強さを思う存分にこの楽曲に反映させて
いる。この曲の次に収録されている「AMA
ZING WORLD」は、シングル曲ではない
が、EXILE 第四章初、松本利夫、ÜSA、
MAKIDAI がパフォーマーとしてはラストと
なったドームツアー「EXILE LIVE TOUR 
2015“AMAZING WORLD”」のテーマソン
グで、今回のベスト盤で再収録となった。
松本利夫、ÜSA、MAKIDAI のパフォー
マーとしての勇退を受け、EXILE は第五章
へと突入する。また、DVD&Blu-ray 盤に

は、「EXILE のルーツであるダンスへ恩返
しをしたい」というHIRO の想いから制作
された、EXILE、三代目J Soul Brothers、
GENERATIONS、THE RANPAGE の 全
パフォーマー 31名、国外のレジェンド・ダ
ンサー 22 名、国内のトップ・ダンサー12
名、総勢 65 名が参加したダンス・エンタ
テインメント映像作品「UNITED DANCE 
NATION in FUNK JUNGLE」が収録され
ている。
　EXILE の歴史はカタチを変え進化と成
長が繰り返されているが、彼らは口を揃え
て “for EXILE”と言う。そう、EXILE は結
成当初から未来の EXILE のために動き続
けているのだ。

（松浦靖恵）



収録曲：DISC1: CD
01. Your eyes only 〜曖昧なぼくの輪

カタチ

郭〜
02. Fly Away
03. song for you
04. We Will 〜あの場所で〜 -Orchestra Version-
05. Together
06. Choo Choo TRAIN
07. Carry On
08. 運命のヒト -Orchestra Version-
09. real world
10. HERO
11. EXIT
12. ただ ･･･ 逢いたくて
13. SCREAM / GLAY × EXILE
14. Everything
15. Lovers Again

収録曲：DISC2: CD
01. 道
02. SUMMER TIME LOVE
03. 時の描片 〜トキノカケラ〜
04. 24karats -type EX- / Sowelu, EXILE, 
DOBERMAN INC
05. I Believe
06. Pure
07. You’re my sunshine
08. Ti Amo
09. LAST CHRISTMAS
10. Someday
11. FIREWORKS
12. ふたつの唇
13. VICTORY
14. 24karats STAY GOLD
15. もっと強く

収録曲：DISC3: CD
01. I Wish For You
02. Each Other's Way 〜旅の途中〜
03. Rising Sun
04. あなたへ

『EXTREME BEST』9.27 on sale 

【3CD+4DVD】￥6,980（税別）/ RZCD-86179 ～ 81/B ～ E　※初回盤：三方背 BOX 仕様 / デジパック / 
84Pフォトブック収録【3CD+4Blu-ray Disc】￥7,980 （税別） / RZCD-86182 ～ 4/B ～ E　※初回盤：三方
背 BOX 仕様 / デジパック / 84Pフォトブック収録【3CD】￥3,500（税別） / RZCD-86185 ～ 7　※初回盤：
三方背ケース

05. ALL NIGHT LONG
06. BOW & ARROWS
07. EXILE PRIDE 〜こんな世界を愛するため〜
08. Flower Song
09. No Limit
10. NEW HORIZON
11. 情熱の花
12. 24karats GOLD SOUL
13. AMAZING WORLD
14. Ki・mi・ni・mu・chu
15. Joy-ride 〜歓喜のドライブ〜

収録曲：DISC4: DVD / BD
【Music Video】
01. Everything
02. Lovers Again
03. 道
04. EVOLUTION
05. SUMMER TIME LOVE
06. 時の描片 〜トキノカケラ〜
07. 24karats -type EX- / 
　　Sowelu, EXILE, DOBERMAN INC
08. I Believe
09. Touch The Sky feat. Bach Logic
10. Pure
11. Choo Choo TRAIN
12. 銀河鉄道999 / EXILE feat. VERBAL （m-flo）
13. real world
14. SUPER SHINE
15. Eastern Boyz ‘N Eastern Girlz
16. Ti Amo
17. Your eyes only 〜曖昧なぼくの輪

カタチ

郭〜
18. ただ…逢いたくて
19. 僕へ
20. Love, Dream & Happiness

収録曲：DISC5: DVD / BD
【Music Video】
01. The Beginning Of EXILE GENERATION
02. Someday

03. FIREWORKS
04. 優しい光
05. ふたつの唇
06. 愛すべき未来へ
07. VICTORY
08. 24karats STAY GOLD
09. 願い
10. もっと強く
11. I Wish For You
12. Each Other's Way 〜旅の途中〜
13. Rising Sun
14. あなたへ
15. This Is My Life

■ DISC6: DVD / BD
【Music Video】
01. ALL NIGHT LONG
02. BOW & ARROWS
03. あの空の星のように ･･･

04. Bloom
05. EXILE PRIDE 〜こんな世界を愛するため〜
06. Flower Song
07. No Limit
08. PERFORMER’S PRIDE
09. NEW HORIZON
10. Craving In My Soul
11. 情熱の花
12. DANCE INTO FANTASY
13. Believe in Yourself
14. 悲しみの果てに ･･･
15. 24karats GOLD SOUL
16. AMAZING WORLD
17. Ki・mi・ni・mu・chu
18. Joy-ride 〜歓喜のドライブ〜

■ DISC7: DVD / BD
UNITED DANCE NATION in FUNK JUNGLE



平凡な主婦・小夜子の心の隙間に、ふと入り込んだ美容師・海斗。彼女はやがて、
抑えきれないほど海斗への執着を強めていく…。『わたしのグランパ』の名匠・東陽
一監督が、直木賞作家・井上荒野の原作をもとに複雑な思いが重なり合い、ねじれ
ていく男女の関係をスリリングに描いた映画『だれかの木琴』。海斗を演じたのは、
2014年の映画賞を総なめにした同世代を代表する俳優・池松壮亮。作品の規模や
ジャンルを問わずに挑む、映画俳優としての生き方を語る！

池松壮亮
巨匠・東陽一監督が放つミステリー

『だれかの木琴』で、東監督から受け取った思いとは。

Sosuke Ikematsu

撮影・上岸卓史



池松壮亮（以下：池松）「不倫とかストー
カーとか、一見いかにもドロドロの男女関
係を描いた作品では、と思われがちなん
ですが東監督が描きたかったのは、そこ
ではないんです。そういうドロドロを期待
して作品をご覧になると、予想していない
形で引き込まれると思います（笑）」
　静かに変貌していく小夜子。戸惑いな
がらも、その変貌を見届けようとするかの
ように、小夜子と向き合う海斗。ミステリ
アスな物語が浮き彫りにするのは現代人
の孤独だ。

「僕が本作を興味深く感じたのが、現代に
生きる人間の孤独、それを飄々と見つめ
る監督の目線でした。小夜子でもなく、海
斗でもなく、監督は、ある意味 “ 神の目線 ”
に立っている気がしました。監督は、人間
の孤独を否定も肯定もしていない。監督
の思いは、ラストで描かれる小夜子の姿
に現れていると思います」
　これまで官能的な題材にも幾度となく
挑んできた池松が、東監督作品で、常盤
貴子演じる主婦の心をとらえる美容師を
演じるとなれば、確かにあらぬ期待をして
しまうかも…。

「まあ、僕が観客でも “ またお前か ”と思
うでしょうね（笑）。東監督が官能的に見
せたいと思えば、いくらでもやれるでしょ
う。僕もこれまで、そういう作品をやって
きましたし。ただ僕は、現代でいうところ
の “ 色気 ”という言葉をまったく信じてい
ないんです。そんなの、やろうと思えば誰
だってできるくらいのものだと思うんです。
モテるタイプが時代によって変わるような
もので、昔とは価値観が変わっただけな
んだと思いますが、僕が信じている色気
というのは今、世に氾濫しているものとは
だいぶ違うんです」
　小夜子が見せる、謎めいた微笑み。小
夜子の髪に触れる海斗の指。ハッとする
“ 色気 ” がそこにはある。

映画には“魔力”があって、
幸福な瞬間が訪れることを、信じつづけてしまうんです。

「東監督ご本人も、すごく色っぽい方なん
ですよ。あれは背負ってきたものがある人
が持つ、人間としての色気なんでしょうね。
僕が感じる色っぽさというのは、その部分
に宿るように思います」
　東監督は現場でキラキラしてるんです
よ、と目を輝かせる池松。

「少年みたいに、本当に楽しそうなんです
よね。映画に人生をかけてきた人と26 歳
で出会えて、その映画屋人生の片鱗を少
しずつ見せてもらいながら、何かを吸収し
ようと必死になって…。昔の、僕が出会
えなかった黒澤明や小津安二郎、成瀬巳
喜男といった映画監督たちの作品を見れ
ば、そのときの思いはフィルムに刻まれて
いて、すべてではなくても受け取ることが
できる。でも今回は直接、一番近くで思
いを受け取ることができた。本当に幸せだ
と思いました」
　普段、監督とはどんな会話を？

「最近見た映画の話なんかもしましたね。
悪口で盛り上がりました（笑）。映画談議
を 81歳の巨匠と楽しめるなんて改めて映
画という共通言語を持ったことの幸せを感
じました。僕はもともと作品を見ると、そ
れを撮った監督と気が合うかどうか、なん
となく分かるんです。ほとんど狂いがない
ですね」
　池松が一緒に仕事をしたいと感じる作
り手とは？

「人を信じている人。それはやはり、映画
とは、人が作って人に見せるものだから。
現場に人がいて、その先にはお客さんが
いて。顔が見える人見えない人、いろん
な人たちが関わって、さらにはその作品が
生まれる背景にも多くの映画があって…。
だから“ 人 ” に興味がないという人には、
僕もあまり興味はないです」
　今年は10 本近い出演作が公開になる。

「今年はとくに公開本数が多くなっている
んですけど、小さな役もやらせていただい
ていますし、撮影期間が短いものも多い
ですから。本作は 2 週間、『セトウツミ』

は1週間くらいでしたね。実質、1年のう
ち半分くらいしか現場で働いてないんじゃ
ないかな（笑）」
　本人はそう笑うが、これは一つの作品
に集中するためでもある。

「1年とか長期間かける作品は別として、
基本的には撮影中の映画を同時に複数抱
えるということを、僕はしていません。お
話を頂いたときにダブっていたら、それは
縁が無かったと端から諦めます。やっぱり、
責任を持って一つの役に集中したいとい
う思いがあるので」
　子役として映画デビューを果たした池
松だが、高校卒業時に退路を断つほどの
覚悟で役者の道へと進んだ。

「高校まで福岡にいたんですが、もう地元
には戻れないという思いで上京しました。
それまでは学校生活があって、野球をやっ
たりもして、たまに役者の仕事があるとい
う感じでしたが、そのときに優先順位が
変わったんです。大学の映画学科に進ん
だのも、ある意味逃げ場をなくすためでも
あったし、今まで漠然と映画に出てきたけ
ど、自分がどんな世界に立とうとしている
のかをちゃんと理解したかった。大学での
4 年間は必死に映画を見漁って、芝居に
ついて、俳優について考えて。みっともな
くらい必死でしたね。映画に魂を売ったか
というくらい」
　退路を断つほどの覚悟を決め、みっと
もないほどのめり込みながらも、遊びを感
じる姿勢を失わない。

「10 代のころから映画屋と呼ばれる人たち
に出会ってきたので、その影響だと思いま
す。彼らはみんな共通して、すごく不真面
目ですごく真面目。それを行き来している
感じがすごくかっこよくて。彼らの姿に学
んだことは、常に心のどこかで意識してい
ます」
　静かな語り口調の中にも、ユーモアと
ひたむきさ、情熱が混じる。まさに映画屋
の血筋。

「なぜかネガティブなタイプと思われがち
なんですけどね（笑）。普通にシンプルな
人間なんです。オフの日も映画を見たり、
コーヒー飲みながら本を読んだりしかして
ないし。最近、見て面白かったのは『デッ

ドプール』。この手があったか、やられた、
と思いました（笑）」
　最後に、池松にとって俳優の醍醐味を
感じる瞬間とは。

「それは突然、訪れるんです。撮影中なの
か、完成したときなのか、お客さんに届い
たときなのか。1作品に必ず訪れるという
ものでもなく、ひどいときには何年も感じ
られない時期もありました。でもやっぱり
映画には魔力みたいなものがあって、その
瞬間が必ず来ると信じつづけてしまう。映
画の世界にいるから、役者をやっている
からこそ、得られる幸せを確かに感じてい
ます」
　これからも彼は役者として多くを背負
い、肥やしにしていくはず。それが彼の“色
気 ” の源なのだ。

池松壮亮さんから読者3名に
サイン色紙をプレゼント！
応募・詳細は19 面にて。

『だれかの木琴』
監督：東陽一 　出演：常盤貴子、池松壮亮他／ 1時間 52 分／キ
ノフィルムズ配給／ 11月、シネマ・クレールにて公開！　http://
darekanomokkin.com/　©2016「だれかの木琴」製作委員会





Special Interview ―Hideaki Yamazaki―

　出身は京都なんですが、高校は空手の
スポーツ特待生として、おかやま山陽高
等学校に入学しました。小さな頃から空
手をやっていて、それなりの成績を残して
いたので、お声をかけていただいたので
すが、もともと自分の通っていた道場の
先輩もその学校にスポーツ留学をしてい
たこともあり、道場と学校は縁があったの
で、自分もそんなに抵抗はありませんでし
た。ただ、15歳で親元を離れるという事、
そして初めての寮生活という事にはものす
ごく不安はありました。今振り返ると、よ

く決断したなと思いますね。しかし、それ
を決断したのは、やはり空手が強くなり
たかったから。その時は分からなかったけ
ど、その時に岡山に行かなければ今の自
分はなかったと思うので、そういう意味で
は人生の転機が岡山だったといえるんじゃ
ないかな。イメージ…行く前は桃太郎のイ
メージしかなかった（笑）。京都からした
ら田舎だし、学校も寮も田舎のほうにあっ
たので、行く前とあまり印象は違わなかっ
たですね。まあ、田舎です（笑）。自分が
住んでいた寮は新倉敷駅の近くで、学校
が寮から自転車で50分ぐらい。空手部は
電車を使ったらダメなんですよ。雨の日は

カッパを着て自転車なので、入学の
時にカッパを買わされました（笑）。
軽い自転車を買って、明日から張り
切って行こうと思っていたら、先輩
に自転車を取られて、ボロボロの錆
びた自転車で通学したことも何度も
ありました（笑）。それはもう、先輩
には逆らえないですから。岡山の思
い出は、とにかく空手の練習が厳し
かった事しかないです。高校生だっ
たので、休みの日に駅前に繰り出し
て…なんて思わなかったし、近くの
ゲームセンターに行くぐらいでした
ね。洋服を買うっていっても坊主頭
だし、眉毛も剃ったらダメ、携帯電
話も禁止。だからファッションに気
を使うという発想もなかった（笑）。
でも、いつも思うのは、岡山時代が
なければ、今の自分はないというこ
と。そして、岡山では一生付き合っ

ていくだろうと思える友達ができたのが財
産です。空手部の仲間だけではなく、ク
ラスメートは京都から来たバリバリの関西
弁の僕を受け入れてくれたし、今でもすご
い強い絆で結ばれている。そんな友達と
の体育祭とか文化祭はいい思い出ですし、
その友達たちが僕を応援するグループラ
インとか作ってくれたり、わざわざ試合会
場に応援に来てくれたり。本当にちゃらん
ぽらんな自分にみんなよく付き合ってくれ
たなと感謝です。

　岡山の高校を卒業し、京都に帰り専門
学校に入学したんですけど、なんかちょっ
としっくり来なくて…。6歳からずっと空
手をやっていたので、闘わないと物足りな
い自分がいた（笑）。それで軽い気持ちで
街のボクシングジムに通い始めたんです。
3年間の専門学校在学中、ジムに通って
いて、だんだんとアマチュアの大会に出る
ようになり、結構簡単に優勝とかしちゃっ
たんですね。それで勘違いも入りつつ、当
時全盛期だった魔裟斗選手に、本気で挑
んだら勝てるんじゃないかと（笑）。それ
で、挑戦してみるのもありかなと思い、上
京して本格的に格闘家を目指すことにしま
した。K-1に出たいというのが大きな目標
だったので、上京後はK-1に出ている選
手が多いジムに行こうと思い、今所属し
ているチームドラゴンとシルバーウルフに
見学に行こうと。最初にチームドラゴンで

前田先生にお会いしたんですけど、“明日
も見学においでよっ”て言われて。見学は
1日でいいんだけどなって思ったんですけ
ど、行ったら“家を紹介してあげるから選
んでおいで”って不動産屋さんの担当者
の名刺を渡された（笑）。でも、まあそこ
まで言ってくれるなら、ここで人生を変え
てやろうと思い、チームドラゴンにお世話
になることにしました。結局シルバーウル
フには見学にも行かなかった（笑）。でも、
結果的には今のジムに入って良かったと
思っています。今、21歳の自分に声をか
けるなら、“よくチームドラゴンを選んだな。
結果的に正解だぞ ”って言いますね。で、
上京して2〜3年後に魔裟斗選手が世界
王者になったんですが、そこからK-1がす
たれていって…。苦しい時にも、絶対に
K-1に出るということをモチベーションに
やってきたので、K-1という舞台がなくなっ
てしまった時はどうしようと…。ただ、そ
の時はKrushでチャンピオンとしてやらせ
てもらっていて、応援してくれる人もすご
く増えていたので、K-1がなくても、自分
のキックボクシングにかけた人生を最後ま
で全うしようという思いで戦っていました。
その後、新生K-1として復活し、今盛り
上がりを見せているのは、素直にうれしい
です。ただ、念願のK-1の舞台に立てて
うれしいというより、もうひとつ大きな舞
台で勝つことで、応援してくれる人たちを
またワンランク上の喜びに持っていけるの
がうれしいという感覚でしたね。上京して
10年、応援してくれる人に励まされて続
けてこられたというのはあります。

20年を超える格闘技人生で一番厳しい練習をしたのが岡山の高校時代。
それがあったから今の自分がある。大切な仲間との出会いも含め、
今の僕が形成された岡山は第二の故郷です。

山 秀崎 晃
盛り上がりを見せる新生K-1で、中心となり活躍して
いるファイター・山崎秀晃。主戦場としていた
Krushでは、−65㎏と−63㎏で王者となり、2階
級を制覇。そのままの勢いで出場した、K-1 WORLD 
GP 2016 ～−65kg日本代表決定トーナメント～で
は、並み居る強敵を押さえ、優勝を飾った。自分を形
成したという高校時代を岡山で過ごした山崎が、岡山
の思い出と格闘技にかける熱い思いを語る。

親元を離れ15歳で単身岡山へ

応援してくれる人たちの声で
続けてこられた



1987年2月5日生まれ、京都府出身。2008 年、上京し現在も所属するチームドラゴンに入門。
2009年6月14日に 22 歳でプロデビューを果たす。2013 年 3 月20日に Krush −63kg 王座を、
2015年11月14日には Krush −65kg 王座を獲得している。2016 年 3 月4日 K-1 WORLD GP 
2016 ～−65kg日本代表決定トーナメント～に出場し、準々決勝で左右田泰臣を 2RKO、準決勝
で久保優太を3RKO、決勝で野杁正明を判定で下し、優勝。 第 4 代 Krush −65kg 王者。第 3
代 Krush −63kg 王者。2016 年 9 月19日（月･ 祝）東京･国立代々木競技場第二体育館では、
K-1 WORLD GP スーパー・ライト級タイトルマッチに出場。ムエタイ新最強伝説を誇るゲーオ･ウィ
ラサクレック（WSRフェアテックスジム）に挑む。K-1ジム・チームドラゴン所属。

　9月19日には、2年前に大怪我を負わ
されて負けたゲーオとのタイトルマッチが
あります。僕を応援してくれる、見てくれ
る、携わってくれる人たちは、いつか倒し
てくれと思っていると思いますし、自分自
身、倒せるところまできたと思う。決まっ
た以上は必ず勝ちますし、それも僅差で
はなく、誰が見ても明確な差が出るような
勝ち方をする。そしてチャンピオンベルト
を取って、仲間のみんなと分かち合いたい。
それを見てくれているファンの人たちも、
やっぱり山崎の試合は面白いなと感じてい
ただき、また火がついてくれたら面白いと
思います。人生かけて勝ちます。

　僕は夢を持つことに対して結構シビア
で、厳しい目で見ています。夢を持つこと

因縁のリベンジマッチ

夢を持つことは覚悟がいる

はいい事ですが、それに向かってがむしゃ
らに努力できる人しか夢は叶わないと思う
し、その覚悟がなければ、その夢を追うの
はやめたほうがいい。誰もが 1番になれ
るわけじゃないし、本当に社会は厳しいで
す。実際、夢ばかり追いかけて挫折す
る人のほうが多い。だから夢は追い
続ければ必ずかなうなんてきれい
な言葉はあまり好きじゃない。で
も、それに向かって誰よりも努力
をすれば、頂点にも行けるんで
す。生半可な覚悟なら僕はやめ
たほうがいいと思うけど、逆に
本気なら死ぬ気でやれと。僕自
身、一番厳しい練習をした岡山
で過ごした時間がなければ、今自
分はここに立っていない。それだけやって、
今の自分がいます。そんな自分の姿を岡
山の方に見ていただき、何か感じてもらえ
たらうれしいです。

山崎秀晃さんから読者3名に
サイン色紙をプレゼント！
応募・詳細は19 面にて。

撮影・上岸卓史



日本の第一次産業で働く人々の姿を描く『種まく旅人』。その第3弾
は『半落ち』『陽はまた昇る』の名匠・佐々部清が、岡山県赤磐市の
桃農家を舞台に描く、夢と絆の物語！　亡き兄の夢を受け継ぎ桃の
新種登録を目指す主人公を演じるのは、巨匠アッバス・キアロスタ
ミ監督作『ライク・サムワン・イン・ラブ』に主演し注目を集め、ド
ラマ『花子とアン』『不機嫌な果実』など話題作に出演が続く高梨
臨。ロケを終えて赤磐が第二の故郷に!?

高梨 臨
今度はゆっくり岡山観光を…

でもやっぱり赤磐に戻りたいかな（笑）

Special Interview

『種まく旅人〜夢のつぎ木〜』
監督：佐々部清　出演：高梨臨、斎藤工他／1時間46分／アーク
エンタテインメント配給／10月22日より岡山県先行公開　https://
tanemaku-tabibito.com/　©2016「種まく旅人」製作委員会

地方ロケはけっこう大変だったりするんですけ
ど、今回、赤磐で撮影した3週間は本当に

楽しくて、東京に戻るのが名残惜しくなるほどで
したね」と、とびきりの笑顔を見せる高梨臨。今
回の岡山県赤磐市でのロケは、とても充実したも
のとなったと振り返る。
　今回、高梨が演じたのは亡き兄の夢を継ぎ、桃
を育てる主人公。
「私が演じた片岡彩音は、女優になるという夢を
あきらめて地元に戻ってきて、赤磐市役所に勤め
ながら、亡き兄の夢を受け継いで桃農家もやって
いるという、すごく大変なことをこなしている女
性。とても強い子なんだろうなという印象を持ち
ましたね。ただ、強いからこそ一人で頑張りすぎ
てしまうところがあるんです。そんな彩音が、斎
藤工さん演じる治との出会いや、地元の人々との
触れ合いを通して、自分は一人じゃないというこ
とに気付いていく姿を、等身大の演技で表現でき
れば、と思いました。あとは桃の扱いですね。本
当に触れるのも怖かったんですが（笑）、農家の

「 方に指導していただきながら頑張りました。撮影
中は、桃やマスカットなどの差し入れを連日頂い
て、幸せでしたね（笑）」
　女優になるという夢をあきらめて家族ために桃
農家となった彩音の思いを、どう受け止めた？
「私自身、子供のころからいろんな夢を持っていま
した。学生のころは漫画家になりたかったんです
よ。自分でノートに自作の漫画を描いていた時期
もありました。でも自分には漫画の才能が無いこ
とに気づいて、本気で目指す前にあきらめたんで
す。でもその後、スカウトをきっかけに芝居の道
に進むことになったので、夢をあきらめたというよ
り新しい夢ができたという感じです。女優になっ
てからも、夢というか目標が次 と々わいてくるので、
夢が無くなることは無いですね（笑）。きっと彩音
も新しい夢を手に入れたことに気付いたんじゃな
いかな、と思います」
　佐々部清監督の印象は？
「第一印象は厳格そうで、厳しい方なのかなと思っ
たんですけど（笑）、実際はとても気さくで役者
やスタッフみんなに愛情を持って接してくださる
方でした。私は昭和のころの古い日本映画が好
きで小津安二郎などの作品をよく見るんですけ
ど、佐々部組の現場では、なんだかその憧れの
世界に自分が立っているような感覚になりました
ね。監督はまさに良質な日本映画を作り続けてき
た方ですし、佐々部組のカメラマンやスタッフさ
んもベテランの方々ばかり。そういう現場でお芝
居できたことは、本当に勉強になりました。完成
した作品を見て改めて、佐々部監督は、人をきち
んと描く方だと思いました。赤磐という土地を舞
台にしながら、人と人のつながりのなかで生まれ
る物語を大切に描いている。佐々部監督のお人
柄もあるのかもしれないですね。映画の現場に
慣れていない役者さんがいても、現場になじめる
ような環境を自然と作ってくださるんです。カラ
オケに誘ってくださったりして（笑）」
　一見、軽そうなエリート官僚・治に反感を抱い
た彩音。しかししだいに2人は心を通わせてい
き…。
「斎藤さんとはこれまでにも共演した経験がある

ので、すぐに息の合ったお芝居ができたと思いま
す。本当に面白い方なので、いつもみんなを和ま
せてくれますし（笑）。私も斎藤さんも映画好きな
ので、撮影の合間は映画談議で盛り上がっていま
した。斎藤さんは佐々部監督の作品もすごくよく
ご覧になっていて、いろいろお薦めも教えてもら
いました」
　印象的だった赤磐の風景とは…。
「桃畑の防蛾灯です。夜明け前に防蛾灯を点ける
シーンの撮影を行ったんですが、着いた瞬間、本
当に幻想的な光景が広がって本当に感動的だっ
たんです。これまで防蛾灯というもの自体、知ら

なかったんですが、あの光景はもう忘れられない
ですね。ホテルやコンビニが無かったりもします
けど（笑）、赤磐の風景は私には特別なものにな
りました。岡山に来たら、また赤磐に戻りたいで
す（笑）。農家の方やエキストラさん、協力して
くださった地元の方々にまたお会いしたいですし、
何よりこの映画の感想を伺ってみたいです。あと
私はランニングを習慣にしているんですけど、桃
の香りに包まれながら走ったら、とても気持ちい
いだろうなと思いますね！」

撮影・蔦野裕









19 歳よりダンスを始め、EXILE PROFESSIONAL GYM にてインストラ
クターを務める。2007 年に、二代目 J Soul Brothers のメンバーに抜
擢され、2009年2月25日に、アルバム『J Soul Brothers』でメジャー
デビューを果たす。そして、同年 3月1日に EXILE 新メンバーとして加
入し、2011年には、THE SECOND from EXILE としても活動を始める。
また、個人活動として 2011年に月刊 EXILE にて、自身が所長を務める

『EXILE パフォーマンス研究所』の連載を開始する。 2013 年、眠り of 
the year 2013「ベストネムリスト」の受賞を果たす。2014 年４月、淑
徳大学人文学部表現学科の客員教授に就任する。そして、2015年４月
に EXILE ÜSA が活動を行っている DANCE EARTH PARTY の正式メ
ンバーに選ばれる。そのほか、役者としてドラマや舞台に出演するなど、
さまざまな活動を展開し、エンターテイメントの可能性を広げている。

　EXILE、EXILE THE SECOND、DANCE EAR
TH PARTYと、自分が関わるすべてのグループの
リリースが 8 月は重なったので、フル回転な活動
でしたが皆さん夏とともに楽しんで頂けていますで
しょうか？ リリースイベントやフェスなどで皆さん
に直接お会いできる機会がたくさんあったので、最
高の夏の思い出が作れて幸せな夏になっています！

　少しずつ日照時間が短くなってきたり、夜が肌
寒くなってくるとなんだか切なくて胸がキュンとな
りますね（笑）。夏の終わりってどうしてこう寂しさ
がハンパないんでしょうね？ いつまでも終わって
ほしくないと願っても過ぎ去っていく楽しい思い出
が、また来年の夏を楽しみにさせてくれる、そんな
夏がやっぱり大好きです。

　夏が終わればもう年末に向けての準備が始まり
ますが、その前に改めて皆さんにご報告と言っては
大袈裟ですが、今年の始めに受けた左肩の脱臼癖
の手術から半年が経ち、リハビリと皆さまの温かい
応援のおかげで、正式にドクターに完治のハンコ
を押して頂きました！

　長いリハビリでしたが、自分にとってはとても貴
重な時間を過ごせましたし、また新しい身体の使い
方や考え方を構築して、NEW TETSUYA に近づ

けたようにも思います（笑）。とはいえ無理しすぎ
ないように気を付けながら頑張らせていただきたい
と思いますので、今年の後半の活動も引き続き宜
しくお願い致します。

　先日、EXILE のニューシングル『Joy-ride―歓喜
のドライブ―』がリリースされましたが、この曲はフ
ジテレビ系列リオ五輪中継テーマソングになってい
まして、たくさんテレビで耳にする事ができました。
まずはオリンピック選手の皆さま、本当にお疲れ様
でした！ 今回の日本人選手の活躍ぶりは本当に素
晴らしくてたくさんの感動をいただきました。皆さ
んはどの選手のどんなシーンが好きですか？　あり
過ぎてきっと選べないかもしれませんね（笑）。そ
れくらいどの競技もドラマがあって笑顔も涙もキラ
キラしていて素敵でした。

　ほかの国を相手に自分のスポーツという武器で
全力を尽くす姿は、心から憧れますし、この世界最
大のスポーツの祭典って本当に素晴らしい大会だ
なぁって思います。
　もう少しでパラリンピックが始まるのでそちらも
本当に楽しみです。最近では E.P.I の活動で、パラ
リンピックの日本人選手とお会いする機会がたくさ
んあったので皆さんの活躍を心から祈りながら、応
援させていただきたいと思います。

　リオのパラリンピックの閉会式が終わると、遂に
次は東京なんだなぁと思うとワクワクとドキドキが
止まらなくなりますね、東京がどんな街になってい
くのか楽しみですし、世界に向けていろいろな事を
発信するチャンスだと思うので、日本を元気にをテ
ーマに活動しているEXILEとしては、2020 年ま
でに日本はこんなに元気になりました！と世界中の
皆さんに感謝をお伝えできるように、自分たちので
きる最大限を引き続き考えて活動していきたいと思
っております。

  EXILEも来月で 15 周年を迎えることができます
が、ファンの皆さんから頂いてきたたくさんの応援
をこれからもEXILEらしく、皆さんに還元していき
たいとメンバー一同思っておりますので、この先の
15 年もどうか宜しくお願い致します。

（TOKYO HEADLINE vol.673　2016.8.22発行号より）

夏の終わりって寂しさがハンパない第49回

EXILE TETSUYA“男を上げる”Monthly Column supported by ANGFA
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岡山生まれのシンガーソングライター・玉川洋輔が聞く！

1st シングル「 雨 」発売中！
二度と繋がれない君を想い続ける…もう叶わないと
わかっていても。儚くも切ない極上のバラードソン
グ。【価格】3 曲入り ¥1000（税込）
Ameba：http://ameblo.jp/0912yosuke1225/
facebook・Twitter ・Instagram：玉川洋輔で検索

インタビュアー：玉川洋輔

2014 年 4 月、2 枚目となるミニアルバム「フレンド
シップ」をリリース。RYO-HEY、福井柑奈、たけべしょ
うごといった岡山出身アーティストとのコラボ曲も収
録された渾身の一枚となった。6曲入り ￥1500（税抜）

吉永拓未バースデーワンマンコンサート 2016
【日時】2016 年 11月23日（祝・水）　開場：14 時　開演：15 時【場所】児島市民交流センタージーンズホール（倉敷市児島味野 2 丁目2-38）
【チケット】￥3000（小学 6 年生まで￥1.500、3 歳までは膝上観覧で無料）
【チケット購入】山陽新聞社サービスセンター（086-803-8222）、吉永拓未ワンマンライブ実行委員会（090-8069-9052）officekikoe@gmail.com　
児島市民交流センター（086-474-8550）

「エンターテイナーとして、
世の中にある楽しいことをたくさん発信していきたい！」

玉川：まず、吉永さんがミュージシャンに
なったきっかけを教えてください！
吉永：もともと僕は音楽と体育が凄く好き
だったんです。その教育という観点からそ
の 2 つに触れていたんだけど、進路を選
ぶ時に、音楽の先生になるか、体育の先
生になるかっていう分かれ道が来ました。
僕は当時、体育大学に通っていたんだけ
ど、いろんなことを経験していくうちに思っ
ちゃったんですよね、音楽っていうのが自
分のなかでは一番楽しいぞって。それで
思ったわけです、音楽が仕事になったら
いいな！と。
玉川：音楽を仕事にしていくということ。
吉永さんは、そういったなかで今は何を大
切に活動されていますか？
吉永：まず、大前提として「感謝する気
持ち」が大切だと思っています。自分た
ちの歌を聴きたいと思ってくれている人た
ち一人一人が、それぞれ価値を見出して
くれる音楽、そういうものを発信していき
たいという気持ちは強く持っています。決

Starting Point ― 音楽をやり続ける理由―　
「音楽をするのが自分のなかで一番楽しいと思った」

して歌唱力があるとか、ステージングがう
まいとかだけではなく、例えば、30 分、1
ステージという時間、聴いてくださってい
るお客さんから、お金をいただけるだけの
ものをちゃんと発信できているか。心から
その瞬間をしっかりと楽しんでくれている
か。当たり前であり、すごく大切なこと。
玉川：先日は 300人超のワンマンライブ
を成功されていましたね……！
吉永：正直、300人近く集まってくれるラ
イブになる自信はなかったんです。自分の
中でも、いつもと桁が 1つ違っていたから

（笑）。でもあれは、吉永拓未のファンとし
てみんなが来てくれてたわけで、そう思う
と、（ミュージシャンとして）改めてスター
トを切れた瞬間だったかなって思います。
よし、これからも頑張っていこう！という
気持ちになれた、そういうライブでした。
ライブは決して一人じゃ成立しない。共演
者やスタッフ、何より聴きに来てくださる
みなさんあってこそのモノですから。

玉川：大きな夢を叶えていくというよりも、
どんどん確実に形にしていく。吉永さんの
ように実践し形にしていくための、秘策や
コツがあれば教えてください！
吉永：う～ん、例えば、僕はまず年頭に
今年の自分はどうしていきたいかってこ
とを紙に書くんですよ、パソコンとかじゃ
なく自分の手を使ってしっかりと。そうす
ると自分がどこの地点からスタートしてい
て、どこまで来てるのかが明確に分かる。
自分で書くことで、次の地点にはどうした
ら行けるのかとか、次の目標も現実味を帯
びやすくなってくる気がするんです。
玉川：そういえば日本ハムの大谷投手な
んかも、自ら目標を紙に書くことが大切と
話していることを聞いたことがあります。
吉永：うん！　目標を紙に書く、それととに
かく直接言葉にするってことも大切だよ
ね。少なくとも、僕についていえば「僕は
音楽で生きていきます」のようなことね！　 
そんなの絶対無理だろうって周りから言わ
れ続けながらも言い続けていく。そうする
ことが自分にとってのモチベーションにも

Make Your Dreams come True ― 夢の叶え方―　
「言葉にして、紙に書けば、次の目標に現実味が出てくる」

なっている気がします。自分に言い聞かせ
るという意味でも、自分が踏み出す新しい
一歩だったと思うし、今もそう思っていま
す。
玉川：自らがシンガーソングライターであ
る傍ら、総合音楽事務所の立ち上げ、プ
ロデュース業、音響、楽曲提供、レコーディ
ング、ラジオパーソナリティー、ライブバー
経営、そして倉敷ふるさと大使と、活動
の幅がものすごく広い !!
吉永：はは（笑）。いちエンターテイナー
として、こういう変化もあるよ、あんなも
のもこんなものもあるよってことを、みな
さんに届けていきたい。僕は、自分の好き
な音楽っていうものを総合的に見て楽し
んでもらいたい、ただそれだけ。今こうやっ
て話していて感じたんだけど、僕が人生
のなかで音楽が 1番好きかって言われる
と、ちょっと違っているなって。1番は何
事も楽しみたいってことなんですよ。楽し
みがメインにあって、音楽はその楽しみ方
を伝えるためのツール、そんな感じです。
玉川：そんな吉永さんの、今後の夢は？

吉永：自分のしたいことをしながら生きて
いく。夢が何かなんてあまり深く考えたこ
とがないから……。例えばさ、忙しそうだ
ねとか、寝てないんじゃないの？　なんて
よく言われたりしますけど、そう言われる
生活をしていたとしても、自分は忙しいと

思ったりしていない。したいことをしてい
るから充実しているんですよね。人生は楽
しくなきゃ!!　ただ僕はちゃんと寝てます
よ！（笑）睡眠はどんな仕事をこなしてい
く上でも一番大切なことですから!!

シンガーソングライター

吉永 拓未

吉永 拓未（よしなが たくみ）　岡山県倉敷市出身。岡山県を拠点に地元から全国に発信するシンガーソングライター。2014 年
3 月にリリースされた CDをきっかけに、メジャーアーティストとの共演やラジオ番組のメインパーソナリティーを務める等、多岐
に渡って活動している。アーティストとしての活動に加え、総合音楽事務所「Office KIKOE」を立ち上げ、他アーティストの編曲
やプロデュース、レコーディング、CM 楽曲の提供、音響、イベントのプロデュースを手掛ける等、幅広く活動の場を持っている。
2014 年に「倉敷ふるさと大使」に任命され、音楽を通して地元である倉敷の PR 活動を全国で展開中。 twitter @ysngtkm





   OKAYAMA MOVE UP
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