






















青柳翔
SPECIAL INTERVIEW

劇団 EXILE で活躍する青柳翔の最新主演作は、『渾身 KON-SHIN』に続く錦
織良成監督との再タッグとなる時代劇『たたら侍』。日本古来の製鉄法 “ たたら
吹き ” を題材に “ 真の侍スピリッツ ” を描き海外映画祭でも絶賛されている本
作を、主演・青柳翔が語る！

最新主演映画『たたら侍』で向き合った
“本当の強さ”とは—。

サムライのまなざし。

ヘアメイク・鵜飼雄輔氏（TRON）
スタイリスト・松川総氏（TRON）
撮影・辰根東醐



「この作品を撮影したのが大体 2 年前にな
るんですが、ついに公開されると思うと…。
長かったような短かったような（笑）」
　青柳翔の最新主演作となるのは、出雲
の地に古くから伝わる製鉄法 “ たたら吹
き ” の技法を受け継ぐ定めを持つ青年の
成長を描く時代劇。

「『渾身 KON-SHIN』のプロモーションを
していたときに、錦織監督から次は時代
劇を一緒にやれたらいいね、と言ってい
ただいていたんです。島根の奥出雲に
は、たたら吹きという独自の製鉄技術が
伝わっていて、それで作られた鉄は非常
に純度が高く、現代の技術でも追いつか
ないくらいなんだ、と。そのたたら吹きに

僕にとって“たたら侍”とは、英雄ではなくとも
失敗を乗り越え何かを成し遂げた人、かな。

まつわる物語を時代劇でやってみたいん
だよね、と熱く語っていらっしゃっていて。
その話を聞いたときは、僕もたたら吹きの
ことは何も知らず、ジブリ作品で見た程度
のイメージしか持っていなくて。時代劇と
いうことなら所作や殺陣のトレーニングを
やっておかないと、というようなことを考
えていました」
　ところが本作は並みの時代劇とは一線
を画すものだった。しかも青柳演じる主人
公・伍介は、タイトル通り侍なのかと思い
きや…。

「侍ではなく、侍に憧れている農民なんで
す」
　時は戦国の世。秘伝のたたら吹きによっ

て幻の出鐵鋼 ( いづ
ものはがね )を作り
出す村。伍介は、た
たら吹きを取り仕切
る“ 村下（むらげ）”
という役目を担う家
に生まれながらも農
民の無力さに悩み、
侍になろうと村を出
るのだが…。

「伍介は侍になろう
として失敗し、村に
戻るんですが、そこ
でもまた選ぶべき道
を間違えてしまう。
一般的な時代劇や
侍という言葉から想
像するような、敵に
立ち向かって悪を倒
すヒーロー的な主人
公ではないんです。
何度も失敗し苦悩し
ながら自分の定めと
向き合っていくとい
う、難しい役どころ
でした」
　本作で描かれる
のは運命に立ち向
かおうとする普遍的
な人間たちの物語。
何百年という時に隔

てられながらも、その姿が真に胸に迫る理
由の一つに “ 本物 ”を追求した映像、美
術があげられる。第 40 回モントリオール
世界映画祭では見事、最優秀芸術賞を受
賞した。

「たたら吹きのシーンは実際に伝わる技法
を再現して、玉鋼も作りました。玉鋼って
本当にきれいなんですよ。ただの銀色じゃ
なくて虹色に光っていて。純度が高いの
ですごく重いです。あと、出雲の山のほう
に、たたら村のオープンセットを建てたん
ですが本当に村で暮らせるんじゃないかと
いうくらい良く作られているんです。村か
ら辺りを見回せば人工物が見当たらない
ほどの自然が広がっていて、その景色も
出雲ならではですね。鰐淵寺という古い
お寺でも撮影させていただいたんですが、
そこでスモークを炊いて霧の演出をしたと
ころ、本当に神秘的な光景になりました。
あのような場所で映画を撮影させていた
だけて本当に感謝しています。あの場所
に立つと自然と、たたらの村に生まれてき
た人間としてなじむことができました」

『渾身』そして本作を経て、島根と深い絆
を結んだ青柳。

「地元の方が本当に温かいんですよ。今回
も現場に差し入れをしていただいたり。僕
は地方ロケが好きなんです。地域のおい
しいものに出会ったり、その土地を歩いた
り、地元の人々と交流したり。地方での
仕事はいつも楽しみにしています」
　昨年秋には岡山県で行われたラジオの
公開収録イベントにも登場。

「あの時は久しぶりに監督ともじっくりお
話ができたこともあり、すごく楽しかった
です。まだ公開はかなり先なのに、岡山
の皆さんが映画をすごく楽しみにしてくだ
さっているのも伝わってきましたし。ああ
いう機会を通して、たたら吹きのことを少
しでも知ってもらえたなら、それもうれし
いです。映画を見て、そういう伝統を守っ
ていかなくてはと思う人もいるだろうし、
自分が受け継ぎたいという人も出てくるか
も（笑）」
　武士とは何かを体現する侍・尼子真之
介役の AKIRA、伍介の幼なじみ・新平役

の小林直己といった EXILE の仲間たちに
加え、父・弥介役の甲本雅裕、老獪な商人・
与平役の津川雅彦ら、ベテラン俳優陣と
も真正面から芝居をぶつけ合う。

「甲本さんとは前作でもご一緒させていた
だいているんですが、現場では僕を役名
で呼んでくださって “ 伍介の好きなように
演じたらいい ”と大きく受け止めてくれて
本当に助けていただきました。津川さんや
奈良岡朋子さんに食事に誘っていただい
て、いろいろなお話が聞けたことも勉強に
なりました」



　映画主演も本作で 4 作目。
「自分ではまだまだだと思っています。もっ
といろいろな人や作品と出会って成長しな
いと。作品ごとに初めて知ることが本当に
多いんです。それほど勉強好きではない
んですけど（笑）、自分なりに調べたり本
を読んだり。そうして作品と向き合うこと
で少しでも人として役者として成長してい
ければ、と。今では、たたら吹きや玉鋼の
ことも熱く語ることができますから（笑）」
　昨年は本格歌手デビューも実現。

「『HiGH&LOW』の企画がきっかけで歌を

出すことになったんですけど、すごく昔に
抱いていた夢がふいに実現したような驚
きでした。劇団EXILEでずっと役者をやっ
ていたからこそ実現できたことだと思いま
す。これが一度夢をあきらめた人へのエー
ルにもなればいいなと思うし、役者として
もこういった経験が幅を広げることにつな
がればいいなと思っています」
　作品を通じて人の思いを知り、成長す
ることが役者の醍醐味、と青柳。日本の
伝統に込められたサムライの思いを通し
て、また一歩、前へ進んだようだ。

青柳翔さんから読者3名にサイン色紙をプレゼント！
応募方法等、詳しくは OKAYAMA MOVE UP 公式 facebook にて！

映画『たたら侍』
原作・脚本・監督：錦織良成　エグゼク
ティヴ・プロデューサー：EXILE HIRO　出
演：青柳翔、小林直己、田畑智子、石井杏
奈、山本圭、高橋長英、甲本雅裕、宮崎美
子、豊原功補、早乙女太一、AKIRA 他／
LDH PICTURES配給／5月20日より新宿
バルト9、TOHOシネマズ新宿他にて公開　
https://tatara-samurai.jp/

©2017「たたら侍」製作委員会

読者から質問！

Q 肉体面、演技面で体力を使ったなと思
う場面はどこですか？（ゆうちゃん）

　肉体的に大変だったのは、山中を全力
で走る場面ですね。靴じゃない履物で全
力疾走しないといけなかったので。でも僕
はどちらかというと精神的に疲れるシーン
のほうが大変に感じます（笑）。今回でい
うとクライマックスの場面。伍介が、大切
な人を奪った相手にどんな気持ちで対峙
したのかすごく悩みました。

Q“たたら侍 ”を一言で表すとしたらどう表
しますか？（ちか）

　一言では難しいですね（笑）。僕にとっ
て “ たたら侍 ”とは、伍介のように、決し
てヒーローではないけど大切な人を守りた
いと思い、失敗を重ねても、最後に他の
人にはできないようなことをやってのける
人、なのかなと思います。

Q 青柳翔さんが、たたら侍の登場人物で、
自分とよく似ている方はいますか？（ちぃ
ちゃん）

　どうだろう…いないかな（笑）。例えば
こういう定めで生きていきなさいと言われ
ても僕は受け止めることができない気がし
ます（笑）。伍介のように、最終的に受け
止めるとしても運命は自分で選びます。

okayama move up 検索















  NHK の E テレで 4 年前に「E ダンス
アカデミー シーズン1」は始まりました。
BLUE のジャージーを着て、ÜSAさんは
サンバイザー、僕はメガネをして12 人
の子供たちと出会い、DANCEを通じて
向き合いました。12人の子供たちを前に、
僕らやスタッフの大人たちは、あーでも
ない、こーでもないと打ち合わせを繰り
返し、試行錯誤していきながら、毎回新
鮮な気持ちで収録に臨んでいて、何か
新しい DANCE の形をみんなで模索して
いる感じがして、今でもワクワクします。

　先日シーズン 4 の子供たちも無事に
E ダンスアカデミーを卒業していきまし
た。毎年、この時が来るのが分かってい
ても、FINAL SHOW でのキッズたちの
DANCE は格別に感動させられます。紅
白歌合戦などでおなじみの NKH ホール
という大舞台でも、臆することなく堂々
と楽しんで踊っている姿はまさに1年間
の集大成でした。最初の頃は、ほとん
どの子供たちが DANCE 初心者で、基
本のリズム取りもままならなかったのに、
一つひとつ階段を上って、気がついたら
みんなが素敵なダンサーになっていまし
た（笑）。

　シーズン 4 では、初めてクラス分け
をしたのですが、DANCE 経験者クラス
の子供たちが、自分たちで振り付けを作

って練習をして、町のコンテストに挑戦
しました。そして、なんと予選を突破し、
ついに入賞することができました！ シー
ズン 3 から過去 2 回の予選敗退を経験
していただけに、本当に信じられないく
らい感動的なできごとでした。入賞を目
指して、練習して喧嘩して涙して、また
練習して…みんな、本当によく頑張りま
した。そして何よりめちゃくちゃDANCE
が上手くなっていてすごくうれしかった
です。

　1年間の E ダンスアカデミーでの経験
が、これからのキッズたちの夢を叶える
何かのきっかけになってくれたら幸せで
すし、この先、DANCE を続ける限り、
必ずまた一緒に踊りたいと願っていま
す。

　改めまして、4 代目E ダンスキッズの
皆さん、卒業おめでとうございました !!

　そしてなんと、この 4 月からE ダン
スアカデミーはいよいよシーズン 5 に突
入することが決定しました !!　もちろん
新入生を迎えてリニューアルするのです
が、今回はどんなキッズと出会えるのか
今からワクワクしています。

　シーズン５は『JOINT』をテーマに、
夢の持つ力、DANCE の持つ力を信じ

て、いろいろな人や DANCE といろい
ろな形でつなぎ合いながら1年間楽しく
お届けしようと思っております。当初は、
まさかシーズン 5 まで番組が続くとは思
ってもいませんでしたが、ここまできた
ら10 年続く番組にできるように全力で
頑張らせていただきたいと思いますし、
DANCE が教育になることや、子供たち
にたくさんの素敵な良い影響を与えるこ
とができるものだと確信しております。

　今さらですが、国境を越えて、言葉も
年も性別も障がいも、全てをひとつなぎ
にできるDANCE が僕は大好きです。だ
からこそ、DANCE をやればやるほど、
きっとまだまだ自分たちにできることが
ある気がしているし、そこにチャレンジ
し続けていきたいと思っています。そし
てそんなチャレンジをさせ続けてくれて
いるのが、E ダンスアカデミーだと思っ
ています！

　少し話しが逸れてしまいましたが、4
月からまた1年間、皆さんのテレビの前
で、ÜSAさんと子供たちと一緒に踊らせ
て頂きたいと思っております。ぜひ皆さ
んもテレビの前のリビングや台所をダン
スフロアにして踊っていただけたらうれ
しいです。引き続き「E ダンスアカデミ
ー シーズン 5」をどうかよろしくお願い
いたします。

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55回

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

「4年前…」

（TOKYO HEADLINE vol.688　2017.3.27 発行号より）
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