


第一弾『YEAH!! YEAH!! YEAH!!』
[CD+DVD] 1944 円 [CD シングル ]1080 円 [CD シ
ングル ]（タイトルトラックのみ）500 円（すべて税込）

第二弾『Shut up!! Shut up!! Shut up!!』 
[CD+DVD] 1944 円 [CD シングル ]1080 円 [CD シ
ングル ]（タイトルトラックのみ）500 円（すべて税込）

第三弾『WILD WILD WILD』
[CD+DVD] 1944 円 [CD シングル ]1080 円 [CD シ
ングル ]（タイトルトラックのみ）500 円（すべて税込）  

注目度さらに上昇中！

EXILE THE SECOND に
3つの質問！

怒涛の 3 カ月連続リリースシングル発売中

　EXILE THE SECOND が注目を集めている。
  2012 年に THE SECOND from EXILE として活動をスタートしている彼らだが、

EXILE THE SECOND として今夏リリースした
シングル『YEAH!! YEAH!! YEAH!!』を皮切りに本格始動。

さらに 9 月には EXILE AKIRA が加わり、グループは進化かつ深化。
そしてワイルドになっている。

　新体制下での全国ツアー、EXILE THE SECOND LIVE TOUR 2016-2017 
"WILD WILD WARRIORS" も始まり、ワイルドな波に乗っている彼ら。
いま感じていることとは？　多忙なメンバーに 3 つの質問をぶつけた。



Q：EXILE THE SECOND の特長、魅力、強みは何？　ライブパフォーマンスに
おいての特長、魅力は何と考えますか？
A：EXILE THE SECOND は、EXILE TRIBE の中で一番、ライブの自由度が高
いグループだと思います。個人個人の表現の仕方を大切にしています。全員が
EXILE であるので、経験値が高いのも強みです。それに、全員身長が高いので 6
人揃った時の迫力はスゴイと思います。

Q：本格始動発表後から今現在までの自分たちについてどう評価する？100 点満
点で何点？
A：100 点 !!　かなりいい流れでできているので。でも、100 点では満足しません。
1000 点取りにいきます。

Q：2017 年や今後の目標は？
A：EXILE THE SECOND で、ドームツアー、海外公演したいですね。個人的に
は自分の表現をもっと磨いて、一人でも多くの人に感動をお届けしたいです。

Message For Fan
　本格活動 1年目で、AKIRA も加入して、6 人体制になりました。僕たち的に
EXILE THE SECOND の可能性がどんどん広がっていくのを感じていますし、こ
れからそれを1つずつ形にしていこうと思います。ぜひ、僕たちについてきて下さい!!

KENCHI TACHIBANA

EXILE NESMITH

Q：EXILE THE SECOND の特長、魅力、強みは何？　ライブパフォーマンスに
おいての特長、魅力は何と考えますか？
A：EXILE THE SECONDの魅力は、全員EXILEであることだと思います。100パー
セントEXILE の血を受け継ぐ純血なグループは他にはないので、EXILE エンター
テインメントと僕らメンバー 6 人の等身大の表現を楽しんでいただきたいです。

Q：本格始動発表後から今現在までの自分たちについてどう評価する？100 点満
点で何点？
A：評価は、僕たちではなく、ファンの皆さまにしていただけるものだと思っています。
今後のツアーやその先にある活動で満点にできように頑張りたいです。

Q：2017 年や今後の目標は？
A：今後更に加速していく予定ですし、EXILE THE SECONDとしての来年の活
動も徐々に見えてきています。とはいえ、自分はパフォーマーなので、EXILE でも、
EXILE THE SECOND でも、DANCE EARTH PARTY でも、どんなステージで
も全力で踊るだけです。

Message For Fan
　いよいよツアーが始まりました！　全国の皆さんに今までお見せできていなかっ
た僕らのエンターテインメントを届けて、未来に向かっていきたいと思いますので、
これから見に来られる皆さまはお楽しみに！　

photography  © 月刊 EXILE  Hiro Kimura
styling  © 月刊 EXILE  Tadashi Mochizuki

photography  © 月刊 EXILE  Shiro Katagiri
styling  © 月刊 EXILE  JUMBO

photography  © 月刊 EXILE  Pak Ok Sun
styling  © 月刊 EXILE  Atsushi Hashimoto



EXILE TETSUYA

Q：EXILE THE SECOND の特長、魅力、強みは何？　ライブパフォーマンスに
おいての特長、魅力は何と考えますか？
A：ボーカル 2 人の歌声があっての音楽性であったり、エンターテインメント。特
に SHOKICHI の若い新しい HIPHOP の捉え方と僕らパフォーマーの HIPHOP の
捉え方が融合したときにまた新しいエンターテインメントができあがってるのかな
と感じています。ライブには強いと自負しています。

Q：本格始動発表後から今現在までの自分たちについてどう評価する？100 点満
点で何点？
A：点数をつけると僕の中でまだ０点です。僕らはドームツアーであったり、ス
タジアムツアーであったり、そういうところをレベルの高いところに EXILE THE 
SECONDを持っていきたいと考えているので、夢へのネクストステージにいきた
いという感じです。

Q：2017 年や今後の目標は？
A：2017 年にはアリーナ／ホールツアー、2018 年にはドームツアーを狙っていけ
るように、世の中の人たちが EXILE THE SECONDというエンターテインメント
であったり、曲を覚えていただけるような代名詞となるヒット作を作りたいと思い
ます。個人的には昨年から始めた THE NINE WORLDS のプロジェクトを盛り上
げていきたいです。地元の九州を盛り上げるという意味で作らせていただいたプ
ロジェクトです。

Message For Fan
　ようやくアリーナツアーも始まりまして、EXILE TRIBE のまた新しいエンターテ
インメントが生まれたと自分らも自負しております。ぜひライヴのほうに来ていただ
ければと思います！ そして僕らを知らない方々にも、知っていただけるような曲を
発信していければと思いますので、皆さま今後とも応援よろしくお願いいたします。

KEIJI KUROKIQ：EXILE THE SECOND の特長、魅力、強みは何？　ライブパフォーマンスに
おいての特長、魅力は何と考えますか？
A：生感、ですかね。他のグループよりも肉体的なグループだと思います。野性
味というか、男臭さみたいな。そういった力強さを内側にいて感じています。ツアー
タイトルにもありますけど、ワイルドなグループです。本格始動が決まって動き出
した時から、ワイルドっていうのは作品や活動に反映されていると思います。

Q：本格始動発表後から今現在までの自分たちについてどう評価する？100 点満
点で何点？
A：点数って難しいですね、でも強いてつけるならば 60 点かな。1人 10 点ずつ
で 6 人、あとみんなで積み上げて100 点に、さらにそれを超えていこうっていう
気持ちですね。ツアーを終えたときに100 点なのか100 点を超える、なのかわか
らないけれど、ツアーを成功させられれば、その次が見えてくると思います。

Q：2017 年や今後の目標は？
A：まずはツアーを成功させたい、すべての日程をやりきりたいと思っています。
そしたら、その先に、EXILE THE SECONDとしてのドームツアーであるとか……
そういうものも見えてくるんじゃないでしょうか。そのためにもまずはツアーに来て
いただけた皆さまと一緒に盛り上がりたいと思います。

Message For Fan
　ファンのみなさん、応援ありがとうございます。EXILE THE SECOND、いか
がですか？　お友達や周りの人に、いいよいいよって勧めてください。僕たちも高
みを目指してやっていきます。よろしくお願いします。　

photography  © 月刊 EXILE  Motoki Mizoguchi
styling  © 月刊 EXILE  Masayuki Sakurai



Q：EXILE THE SECOND の特長、魅力、強みは何？　ライブパフォーマンスに
おいての特長、魅力は何と考えますか？
A：EXILE TRIBE のなかで一番変幻自在。それは、メンバー全員が EXILE であり、
さらにこれまで培ってきた経験から、いい意味での “ 余裕感 ” があるからこそだと
思います。パフォーマンスも、ひとりひとりの個性がものすごく光るグループ。さ
らに僕らの楽曲は、テンションが上がる曲が多いので、観客の皆さんと一緒に盛
り上がることができるのも魅力だと思います。

Q：本格始動発表後から今現在までの自分たちについてどう評価する？100 点満
点で何点？
A：点数や評価というよりも EXILE の未来を見据えた先にある目標値＝僕らのあ
るべき姿に到達することに重点を置いています。僕らにはまだまだ足りていない
ものがたくさんあるので、もっとスピードアップして、EXILE THE SECONDとし
て自分たちの目標値に到達しなければいけない。この 6 人で同じ未来を見ながら、
目標値に向かって力強いパワーを発揮していきたいです。

Q：2017 年や今後の目標は？
A：グループとしてはドームツアーの実現、個人としては 2018 年の EXILE 集結
のタイミングまでに自分自身を目標値まで上げていくこと。それまでは、EXILE 
THE SECOND が軸になっていくので、このプロジェクトを大成功させるべく、今
まで以上に音楽と向き合いスキルアップして、EXILE THE SECONDを、そして
個の力を高めていきたいですね。

Message For Fan
　EXILE THE SECOND として初となる単独アリーナツアー『WILD WILD 
WARRIORS』は自分たちが未来に向けて挑む姿を投影したステージであり、僕ら
にとってのスタート地点。あますことなく僕らオリジナルのエンターテインメントと
して姿を変え爆発させますので、楽しみにしていてください。

EXILE SHOKICHI EXILE AKIRA

Q：EXILE THE SECOND の特長、魅力、強みは何？　ライブパフォーマンスに
おいての特長、魅力は何と考えますか？
A：全員が EXILE メンバーであること、そして EXILE THE SECOND は EXILE 
TRIBE 、各グループの中でもライブに強いチームだと思います。HIROさんの信
頼の下、ライブの根本的なクリエイティブ部分も唯一、自己プロデュースしている
グループです。

Q：本格始動発表後から今現在までの自分たちについてどう評価する？100 点満
点で何点？
A：100 満点（笑）。全てに全力で向き合ってきましたので !!　ただ、評価をしてく
ださるのは、ファンの皆さまなので、正直なところ、僕らは何も言えません。

Q：2017 年や今後の目標は？
A：全て目標ですが、EXILE THE SECONDドームツアー!!、EXILE THE SECO
ND アジアツアー !! です。俳優としては、日本、海外問わず、もっともっといろい
ろなところで、たくさん芝居をしたいと思っています。

Message For Fan
　いつも応援ありがとうございます！これからもEXILE、そして EXILE THE SEC
ONDを宜しくお願い致します！

photography  © 月刊 EXILE Kei Ogata
styling  © 月刊 EXILE Atsushi Hashimoto

photography  © 月刊 EXILE Hiroshi Kutomi
styling  © 月刊 EXILE Yasuhiro Watanabe



　2016 年 10 月15日、幕張はこれ以上ないほ
どの快晴に恵まれて、目覚めた瞬間にワクワクが
止まらず !! 前日の夜は緊張と不安であまり寝付け
ず、当日の朝は予定より2 時間も早起きをしてし
まい、なんとも小学生の遠足を思い出すかのよう
な感覚でした（笑）。

　そのくらいの準備と想いを込めて作り上げてき
たDANCE EARTH PARTY 初めての LIVE は、
DANCE EARTH FESTIVAL 2016 の最後のス
テージを無事に締めくくる事ができました。

『フェスをやりたい！』とÜSAさんと話し始めた
ころから、コンセプトはとにかくハッピーで大人
も子どもも誰でもボーダレスに一日中楽しめる場
所にしたいと構築してきました。

　世界中の音楽、DANCE、楽器、食べ物、飲
み物を一度に楽しめる、小さな小さな地球がそこ
にはあるようなイメージでたくさんの方々のお力
をお借りして、形にする事ができましたし、本番
当日は本当にたくさんのお客様が遊びにきていた
だいた、小さな地球はハッピーで溢れる一日にな
りました。本当に感謝しております。

　DANCE EARTH PARTY の LIVE は、リリー
スさせていただいた曲数もまだまだ足りない中で
のセットリストだったので、未発表の新曲を聴い
ていただいたり、ゲストをお迎えしたりしていろ
んな形のパーティーで、音楽やダンスを表現する
事ができました。まさかの DJ MAKIDAIさんのソ
ロダンスとか、EXILE THE SECONDとDEP の
コラボ曲『HEART OF A LION』の初披露など、

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。

第51回

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

THE SECOND のツアーを前に、新たな夢が…

初めてのフェスの開催をお祝いしにたくさんの仲
間たちが駆け付けてくれた事は感動しましたし楽
しかったです。

　そんな中の一曲に、DEP の最初の曲である『イ
ノチノリズム』という曲があるのですが、この曲
は当時はEXILE NESMITHとCrystal Kayがボー
カルとして、リリースした曲だったのですが今回、
DEP のボーカルの Shizuka ちゃんも加えた 3 人
ボーカルバージョンで『イノチノリズム〜グレー
トジャーニー〜』として初披露させていただきま
した。

　実は、リハーサルをしている時に、この曲の振
り付けをどうしようかと話し合っていたら、ÜSA
さんがサビの部分以外を、手話を加えたダンスに
してみたいと言ってくれて、挑戦してみました。

　以前から手話ダンスで活動しているハンドサイ
ンの皆さんに振り付けをしていただき完成したの
ですが、今まで踊ってきたダンスとは全く違う、
新感覚なダンスと出会う事ができました。

　歌詞の意味を深く感じながら手話を使って一つ
ひとつ形にしていき、更に音楽に乗せる作業は、
本当に勉強になりました。

　そして、以前から個人的に何度か一緒に踊って
きた、筑波技術大学のダンスサークルのみんなと
も同じステージに立ちたいという夢も叶える事が
できました。彼らのダンスを初めて見たのは映像
だったのですが、全員聴覚に障がいがあると聞
いた時は本当に驚いたと同時に一緒に踊ってみた

いという気持ちになり会いに行ったのが
始まりでした。それぞれ障がいには個人
差があるのですが、みんながダンスを愛
していて気持ちの良い素敵な若者たちで
す。

　そんな彼らとの最高のステージを終え
た後に、1人の男の子から手紙をもらい
ました。その手紙の内容の中の一つにそ
の男の子の夢が書いてありました。

“ いつか聴覚障がい者のミュージカルを
やる事が夢です ”

　その子は前から一緒に踊っていても感
じましたが、本当にダンスが大好きで、
常にハッピーなオーラで周りを明るくし
てくれるような素敵な人で、人間的にも
大好きです。この男の子の夢がいつか
叶ったら絶対に見に行かせていただきた
いですし、むしろできる事なら出演した
い !! と思いました。
　踊りで感動を共有した仲間は一生の友
達だと思っていますので、いつかまた一
緒に踊る事を楽しみにしています。
　さてついに EXILE THE SECOND の
ツアー『WILD WILD WARRIORS』が 10 月29
日から新潟を皮切りに始まります。こちらもワク
ワクドキドキですが、たくさんの方に楽しんでい
ただけるように、精一杯踊らせていただきますの
で、ぜひぜひお楽しみに !!

（TOKYO HEADLINE vol.677　2016.10.24 発行号より）



一寸法師で大人気だけれど、岡山では桃太郎になって
岡山をPRしている姿がずっとしっくりくる。岡山県
出身で、俳優で映画監督の前野朋哉。映画にドラマに、
CMにとさまざまなフィールドで活躍中だ。今夏、お
かやま晴れの国大使に就任。さまざまな経験を通じて、
改めて岡山の魅力を発見。郷土愛もぐんぐん深まって
いるという。

僕らの、おかやま晴れの国大使に今夏就任！
新しく岡山の顔になったアノ人にインタビュー

撮影：蔦野裕　　撮影協力：とっとり・おかやま新橋館

前
朋
野
哉

Special Interview



　前野朋哉が「おかやま晴れの国
大使」を務めることになり、8月3
日、東京・新橋にあるアンテナショッ
プ「とっとり・おかやま新橋館」で
行われた就任式に出席した。式には
2014年から同大使を務めるBose

（スチャダラパー）が出席し、岡山
県知事の代理で嘱託状を手渡した。
Boseから「とくに大きな仕事はない。
名刺をたまに配っているぐらい」とカジュアルなアドバイスを受けると、ほっとし
た表情。旬の桃をほおばり、おかやまの味をPRした。
　前野は大使就任以前の昨年10月から、桃太郎姿で岡山県のPR動画やポスター
に登場。auの三太郎シリーズで共演中の桃太郎、松田龍平に自身も桃太郎を演
じると報告したそうで「いいじゃん！」との反応だったという。同CMの他にも“もっ
とかっこいい”桃太郎がいるが、自身の桃太郎の強みについては「バックに岡山
がついていること。本家だぞっていう余裕がある」と話し、笑わせた。

　ドラマや映画、CMなどで精力的に活
動をする俳優で映画監督の前野朋哉。か
ねてから岡山県のPRキャンペーンに登場
していた彼。大学進学で岡山を出るまで
は倉敷市で、豊かな自然に囲まれて育っ
た。
「山があって川があって。川にはしょっちゅ
う釣りに行っていましたし、学校が持って
る栗山には毎年栗を取りに行ってました
ね。田んぼが広がっていて、そこで犬の
散歩をする。子供のころのことを思い出す
と、そういう風景が広がります」
　前野が語るとその様子が映像となって
広がる。彼の背中を映画のほうへと押し
たのは、倉敷と振り返る。きっかけは、中
学と高校の恩師と、映画館。
「中学の担任の先生は洋画好きで、朝の会
でいつも見た映画の話をしてくれました。
その話が気になって、倉敷駅前にあった
映画館、センシュー座にはよく行きました。
自転車で急いで20分、ゆっくりで30分
ぐらいだったと思います。たいてい何人か

で行くんですけど、センシュー座の人がい
い人で、僕らがお金を持ってないのが分
かるから、もう上映が終わった古い映画
のパンフレットやポスターをくれるんです。
僕らは特典付きで映画が見られるような
感覚でした。あの頃は1300円？だったか
な、中学生には安くはなかったから、そん

な特典がすごくうれしかったです。そのセ
ンシュー座も中3の時にはなくなりました。
最後は、古い映画のリバイバル上映。古
いといっても、ちょっとだけ古い、当時の
10年前くらいの古い映画を上映してまし
た。たぶん、お客さんが入った人気のあっ
た映画をやったんじゃないかな。それをス
クリーンで見られたのは、今思えば貴重な
体験でした」
　センシュー座や倉敷の映画館にはたく
さんの思い出が詰まっている。
「何を見るとか誰と見るとか、映画を見る
ことそのものがイベントでした。倉敷の駅
前に出ると、他の中学の生徒に会うこと
もあるから、服も気にしてました。イケて
るグループじゃないから、ちょっと新しい
のを買うとかそれぐらいなんだけど、みん
なでできるかぎりのオシャレをしていたつ
もりです。いろいろ思い出はありますけど、
そうですね、いつも誘う映画好きな友達
がいたんですけど、いつもその子ばかりに
なっていてはと気を使って声をかけて、最
終的には10人ぐらいで見に行ったことが
ありました。アーノルド・シュワルツェネッ
ガーの『エンド・オブ・デイズ』だったん
ですが、これが……めちゃくちゃ面白くな
くてみんなでヘコんで帰りました。映画を
見た後は喫茶店なんて行く余裕がないか
ら、自転車での帰り道や友達の家で見た
映画の話をしたのですが、僕主体の会だっ
たから責任を感じました。僕から面白くな
かったよね、とは言えなかったです」
　映画好きの中学生をさらに燃え上がら
せたのはやっぱり先生だった。
「中学の時には今後の人生で映画に関われ
たら、というのは漠然とあって、担任の先
生が映画だったらハリウッド、ハリウッド
なら英語、だったら英語の強い高校に行
け、と。それで天城高校に入りました。で
も勉強についていけなくて、美術部ばっ
かりいってました（笑）。内藤先生という
方がいらして、いろいろな“もの ”の見方
を教えてくれたんです。使われていなかっ

たプロジェクターで、映画もたくさん見せ
てくれました。見ておかなきゃいけない映
画って何本かあるんですけど、それもその
時に見ています。当時自分が見ていなかっ
た古いクラシックの映画とか、それが面白
かったんです。それがきっかけになって本
腰をいれて映像の勉強をしよう、と。映像
学科があるのを知ったのも美術部でした」
　倉敷での中高生時代こそが、自分のベー
スだという。
「中高生時代に、映画から感じた楽しさや
興奮が、今の自分のベースになっている
と思います。センシュー座があって良かっ
たし、そこに導いてくれた先生、勉強以
外にも面白いものがあるんだよって言って
くれる先生がいてくれて良かったです」

前野朋哉、大使就任式で「本家の自信ある」！

倉敷での中高生時代に映画に出会った。
あの時に感じた、楽しさや興奮が、
今の自分のベースになっていると思う。



　岡山を離れてから10 年余。俳優、映
画監督に、今年の夏にはおかやま晴れの
国大使の肩書きも加わった。「郷土愛は
18 の時より深まりました」と、本人。

「仕事で（岡山に）うかがうことも多くなっ
たり、特産品に触れたりして、改めて岡山
の魅力を発見しています。いろいろな方と
話すときにも、大使になったことや岡山の
ことが話題になることが増えています。な
かなか帰省はできていませんが、倉敷に
行けた時には美観地区に散歩に行ってい
ます」
　撮影対象としても興味があるというス
ナックにも訪れる。

「どこでも地元の情報が一番分かるのはタ
クシーの運転手さんか、スナック。どこの

土地でもスナックには面白い人がいっぱ
いいますが、岡山のスナックは濃いし、ア
タリが多い。岡山に来たらスナックにも来
てほしいと思います（笑）。いつかスナッ
クで作品も撮りたいと思ってます」
　スナック作品の実現を待ちつつ、今後
の出演作も楽しみ。19日から、森岡龍と
W 主演した最新映画『エミアビのはじま
りとはじまり』（渡辺謙作監督）が岡山で
も公開になる。劇中では漫才コンビのエ
ミアビを熱演。エミアビは、スクリーンを
飛び出して、漫才日本一を決定する『M-1
グランプリ 2016』にも出場した。

「二回戦で敗退しました。もう、悔しかっ
た！　また挑戦したい。本音を言えば、来
年も挑戦したいぐらいです。相方（森岡）

は何て言うか分からないけど」
　見どころは「たくさんある」と、きっぱり。

「歌とか漫才とか、アクションとか。この
映画では、チャレンジしたことが多いんで
す。俳優が実際に何かに挑戦している姿
が映っているので、それを見ていただけた

ら。それと、この作品は、僕にとって、ター
ニングポイントの作品になっていると思い
ます。覚悟を決めること、何かをやる自信、
この作品ができたからには他の作品もで
きるっていうね」
　今後の “ 大使 ” の活躍に注目だ。

『エミアビのはじまりとはじまり』
　金髪ロン毛で自称モテキャラの実道と三枚目キャラの海
野によるお笑いで人気を博していた漫才コンビ・エミア
ビ。ところが突然、海野が交通事故で死んでしまい、残さ
れた実道はマネジャーの夏海を連れ、先輩であり恩人だっ
た元天才芸人・黒沢に会いに行く。

前野朋哉による初日舞台挨拶も！
監督：渡辺謙作　出演：森岡龍、前野朋哉他／1時間27
分／ビターズ・エンド配給／11月19日より岡山・シネマ
クレールにて公開　 http://bitters.co.jp/emiabi/

© 2016『エミアビのはじまりとはじまり』製作委
員会

撮影場所は東京都新橋一丁目にある『とっとり• おかやま新
橋館』。岡山県の様々な特産品、海の幸、山の幸など、多彩
に取り揃えており毎日買い物客でにぎわっている。
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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

【mihoro -SNS-】
Twitter…31_m_m　Instagram…mimimi.313131

【EVENT】
第一回高校生文化祭　2016.12.26（mon）

［会場］岡山ドーム　※詳細は mihoroSNS にて。
ホワカラフェス　2017.1/8（san）［open］15：00［start］16：00

［会場］ @ 倉敷 REDBOX

岡山県倉敷市老松町 5-1-15 2F（JR 倉敷駅から徒歩 15 分）
http://www.kurashiki-redbox.com/

［ticket］前売り¥3000 （1drink 別）、当日 ¥3500（1drink 別） 
［出演］ ISH-ONE / 1FINGER / RYO-HEY / KENGO （from 高知） / 玉
川洋輔 / 吉永拓未 / mihoro /dancer studio RAIZ JUNCO/ DJ Diddy

［主催］white color incept セレクトショップ

※各種イベント詳細は mihoroSNSをチェック！

自分のやりたい音楽ができればいい。
そしてたくさんの人に私が作った音楽を聞いてほしいmihoro

玉川：現在まだ16 歳ととても若い miho 
ro ちゃんですが、音楽を始めたきっかけ
を教えてください。
mihoro : 音楽を始めたきっかけは「な
んとなく」、です（笑）最初は歌が大好
きでっていうよりも、ギターがもともとお
家にあったので、触っているうちに…（笑）
夏休みに入っていたってこともあって、
なんとなーく弾く練習を始めていました。
それが中学校２年生の時です。

玉川 : 夏にギターの練習を始めて、その
冬にはもうステージに立っていたとかい
ないとか？
mihoro : 最初は友達と２人でステージ
に立ったんです。だからその時は緊張と
かより頑張ろう！ みたいな感覚の方が大
きくて。そんなこんなみんなに経験をさ
せてもらって、いまはひとりでギター片
手にステージに立ち、弾き語りのスタイ
ルで歌うようになりました。

玉川：これからの目標や夢を教えてくだ
さい。
mihoro : 自分の歌いたい、演奏したい
音楽で岡山をどんどん盛り上げて行きた
い。二度と戻ってはこない「10 代の私」
から見えている景色。いましか書けない
歌詞や曲もあると思うし、そこからいま
の世の中に必要だと思うものを、等身大
の自分の音楽で届けていきたいです。そ
のためにも、曲を書くことや、弾き語り
の練習は毎日頑張っています。自分の
作った音楽が岡山の街を通して、全国
へ盛り上がっていけば本当にうれしい！　
岡山ってどこ？　なんて絶対に誰にも言
わせない！（笑）
玉川 : すご！　頼もしすぎるから！（笑）
僕もいま mihoro ちゃんの勢いに刺激さ
れっぱなしで頑張りたいやってやりたい
気持ちが溢れてます。仕事や恋愛、もち
ろん遊びや音楽。どれも簡単じゃない。
でもこの頑張ろうとかやってやろうの気
持ちがあれば叶うこと。それをもっともっ
とみんなに知ってほしいし、音楽を通じ
た僕らの思いや気持ちが、このページを

読んでくれている方々、僕らの音楽を聴
いてくださる方々にしっかり伝わればい
いな！
mihoro : 私も頑張ってる、努力をして
いるみんなに負けないように頑張ります
ね！

on Starting Point ― mihoro のはじまり―　
「家にギターがあったので、なんとなく…」

on Her New Chapter ― mihoro のこれから―　
「自分の作る音楽で岡山を盛り上げたい」

mihoro （みほろ）
シンガーソングライター。2000 年 6 月
30日生 かに座 A 型。中学２年生の夏
にギターを始める。心に寄り添う優しい
歌声で歌を唄いながら、ギター片手に岡
山県を中心に、各地イベントや、カフェ、
ライブハウスにて活動を展開中。

INFORMATION

撮影：Ryo Oonishi　Instagram…Ryo_photography
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妻夫木聡
SPECIAL INTERVIEW

それは、雨の日に現れるカエルマスクの殺人者—。『るろうに剣心』シリーズの大友
啓史監督が人気コミックを実写化した話題の映画『ミュージアム』が11月12日
より全国公開。本作の象徴ともいえる、悪の権化のようなキャラクター “カエル男 ”
を演じるのは何を隠そう、日本を代表する俳優、妻夫木聡！　

妻夫木聡は1000のマスクを被る男 !?
映画『ミュージアム』11月12日公開



は難しい悪人。そのギャップをどう消化し
ていったのか。
「そもそも、そういうギャップを僕の中で
消化してないし、しなくていいのかなと思
います。カエル男の気持ちが分かったと
しても、それはあくまで僕が分かったとい
うだけのこと。僕が、カエル男に共感でき
なくても彼の中で筋が通っていれば、それ
でいい。僕自身がその人物になって楽し
んでいれば、そこから表現された芝居とい
うのは真実に変わるんじゃないかな。今は
そういう概念を持って芝居をしています。
自分の自我を捨てる芝居、というか。だか
ら本当に今回は、出たとこ勝負というか。
マスクを被ってみて、どうなるかという感
じでした。マスクを被って声を出してみて、
ああ、こういう声なのかと自分で気づいた
り。もちろん、それにとらわれても面白く
ないので、その都度、状況に合わせて演
じましたけどね。考えてみれば、彼もカエ
ルマスクを被ったときはカエル男になるん
です。つまりマスクをしているときは、彼
がカエル男を“演じて”いていい。おとな
しい人でも着ぐるみを着るとテンションが
高くなっちゃうでしょ（笑）」
　やりたい放題してしまったのでお客さん
の反応が心配、と言いながらも楽しそう。
「楽しんでいないと、やっていられないと
いうか。悩みながら演じる役ではなかった
ですから。事実、この役に入り込んでい
たので普段から楽しくてしかたなかったの
かも（笑）」

て、他の人からは理解できないことでも彼
らの中ではつじつまが合っている。普通の
人とは志向が違うけど、本人にとってはあ
あいう行為が幸せなんでしょう。これはも
う思考回路を変えないといけないんだろう
なと思い、取りあえずカエルマスクを被っ
てみよう、と（笑）」
　カエル男の日常をなぞるような作業も、
役作りに役立ったようだ。
「本作で造形と特殊メイクを担当している
百武朋さんの事務所に、勉強をさせても
らいにお邪魔したり、自宅でも作ってみた
り、そういう作業からやっていました。物
を作る作業というのは楽しいし、作業中は
無になって没頭できる。役者をしていても
芝居でゴールを感じることは無いので、も
のを完成させるというゴールのある作業を
することも僕にとっては目新しく楽しいも
のでした。その感覚は、完璧主義者であ
るカエル男にも通じるものがあったと思い
ます」
　サイコパス的思考の持ち主、完璧主義
者…人物像をつかんでも、共感すること

それで、とりあえずマスク　
を被ってみよう、と思いま
した（笑）

『ミュージアム』
STORY：雨の日だけに発生する猟奇殺人事件。そ
の犯人“カエル男”は“刑”を与えるかのように被害
者を殺害していく。事件を追う刑事・沢村は、カエ
ル男の次なるターゲットが、数日前に家を出た沢村
の妻だと気づく…。

監督：大友啓史　出演：小栗旬、尾野真千子、野村
周平、妻夫木聡他／2時間12分／ワーナー・ブラ
ザース映画配給／11月12日より公開　http://
wwws.warnerbros.co.jp/museum/
©巴亮介／講談社©2016映画「ミュージアム」製作委員会



「まさか自分に、この役が来るとは思って
いなかったので話を頂いたときは相当、驚
きましたね（笑）」
　公開前に行われたプレミアで明かされ
るまで、誰も想像しなかったはず。何しろ
今回妻夫木が演じるカエル男は、マスク
を被っている間はもちろん脱いだ姿も特
殊メイクが施され一見、妻夫木とは分か
らない姿になっているのだ。
「こういうユニークな役でお話を頂けるの
は、僕にとって、すごくうれしいことなん
です。普段、演じないような役に挑戦す
るのは役者としても刺激になりますし。そ
れに僕はもともと原作を読んでいて、す
ごく好きな漫画だったんです。常にアン
テナを張っているとか映画化を考えたと
いったことではなく単純に、面白い作品だ
なと思って読んでいたんです。カエル男
も、すごくチャーミングで。漫画ならでは
のチャーミングさというか、魅力を感じた
んです。普通に考えれば、ただのサイコ
パスなんでしょうけど（笑）、それがリア
ルすぎないというのかな。この映画自体も、
そういう作品に仕上がっていると思うん
ですが、衝撃度は高いのに見ている側は、
どこか楽しんでしまうんですよね。それは
おそらく、カエル男が持つキャラクターの
魅力によるところも大きいと思います。怖
いだけじゃないんです。この作品は一つの
路線に行きすぎていない。恐怖や緊張感
と、好奇心や興奮といった感覚がギリギ
リのラインで絶妙なバランスを保っている
んです」
　そんな複雑な魅力を持った猟奇殺人者
を、どう役作りしていったのか。
「大友監督からも、映画でやる以上は映画
としての魅力を出していきたいとうかがっ
ていたので、僕なりにカエル男をどう表現
するか、いろいろと考えました。監督とも

話していたのが、彼は完璧主義者だとい
うこと。原作だとわりと病弱そうなイメー
ジの人物なんですが、映画では、完璧で
あるために筋肉質な設定にしようというこ
とになりました。身体を鍛えるシーンも撮
りたいと監督が仰っていたので、嫌いな
ジムにも数カ月通いました。結局そんな撮
影は無かったんですけどね（笑）」
　筋トレシーンはなくとも、小栗旬演じる
沢村刑事とぶつかり合う肉体の強靭さか
ら、カエル男がかつて無いタイプの殺人
者であることがうかがえ、一層、危険なキャ
ラクターになっている。しかもその内面は、
殺人を作品と称し自らをアーティストと名
乗る思考の持ち主だ。
「参考になりそうな作品を見て考えたりも
したんですけど、たぶんこれは頭で考えて
演じるものではないんだろうな、と思った
んです。彼らには彼らなりの考え方があっ

“カエル男”は頭で考えて
演じる役ではないんだろ
うなと思ったんです。

“怖い！”“ヤバい！”と話題を呼んだスリラー・エンター
テインメントがスクリーンで新たな衝撃を放つ！



　完成した作品を見た感想は？
「面白かったんですよ。こんなにスカッと
したのは久しぶりだなというくらい、スカッ
と見れた（笑）。娯楽としての映画の醍醐
味を味わうことができました。もちろん、
いろいろ考えさせられるような映画も必要
だけど、見終わった後に人とわいわい映
画の感想を言い合えるのって楽しいです
よね。やっぱり大友監督はウマいと思いま
した（笑）」
　映画としての強みを最大限に生かした
作品にもなっている。

「結末を知っていても違うんじゃないかと
思わせるサスペンス感もかなり増します
し、やはり生身の人間が演じることによる
緊張感というものがありますからね。映画
は、漫画のように自分のテンポで読み進
めることができないので、じらされたり見
せ場で驚かされたりする楽しさがある。そ
いうところに大友監督の構成力が存分に
生かされていると思います。お客さんを完
全に楽しませる作品。ハラハラさせて驚か
されて物語が終わり、ONE OK ROCK の
曲が流れたときの満足感といったら（笑）。
昔はみんな、事前情報を持たず、もっと
何も考えずに映画を楽しんでいたように
思います。映画を見て初めて、こういう物
語だったんだ、と知ることも多かった気が
する。そういうジェットコースターに乗る
ような映画の楽しみ方を、もっとしていい
と思うんですよね」
　究極の悪を表現した姿からは想像もで
きない、優しい笑顔。難しい役を演じるこ
とも多い妻夫木だがストレスから“ 悪意 ”
が芽生えることは無さそう。

「いろいろな人に支えてもらっていますか
らね（笑）。なかでもやはり家族の存在は
大きいです。僕はけっこう思ったことを自
分のなかでため込んでしまうほう。ため込
み過ぎて、それを父にぶつけてしまうこと
もありました（笑）。でも、そういうことも
結局は家族が受け止めてくれて、自分も
家族のために頑張りたいと思う。本当に
家族の存在は大きいですね」
　ときには恐れることなく自我を捨て、ど
んなマスクも被りこなしてしまう俳
優・妻夫木聡。とくに今回の
マスクは必見！

漫画とはまた違う、
映画だからこその楽しさを味わえる作品。
僕は見終わってスカッとしましたね

　岡山の読者にサインをお願いしたところ「岡山には
行ったことが無いんですけど、実はずっと行きたいと
思っているんです。というのも友人が岡山でうどん屋
をやっていて、けっこう繁盛しているらしいので、いつ
かは行こうと思っているんです」。いつか、うどんを味
わう妻夫木の姿に遭遇できるかも!?

妻夫木聡さんから読者1名に
サイン色紙をプレゼント！
応募・詳細は 22 面にて。
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