












Special 
Interview EXILE 
SHOKICHI



　EXILE THE SECOND（以下、セカンド）
のライブはオーディエンスに一息つかせる余
裕も与えない。もちろん、良い意味で。開演
の瞬間から観客を送り出す客電が点灯するま
で、ステージのあちこちで何かが起こり続け
る疾走感、ラグジュアリーなひととき、ハッピー
でアゲアゲなパーティー感、そしてワイルド
感。時には見たことのないような世界にまで
もいざなってくれる。現在展開中の最新ツアー

「EXILE THE SECOND LIVE TOUR 2017-
2018 "ROUTE 6･6"」は、そんな感じだ。

　2017 年 10 月からスタートしたツアーも残
すところ、あと6 公演。EXILE SHOKICHI（以
下、SHOKICHI）は言う。

「思い出もできて、今はその一つひとつをか
みしめながら、ライブをしている感じですね。
残りも同じような気持ちでステージに立って、
幕張（ツアーファイナル）を目指します」

　ライブでは、歌にダンス、そして楽器演奏
にと八面六臂の活躍。ステージ上で上がった
り下がったり回ったり、動き回る。そのためか、
いつも以上に引き締まった印象。それもまた
充実の証なのかもしれない。
　セカンドは、ツアーのフィナーレを待たず
して、最新アルバム『Highway Star』を完成、
3 月にリリースした。

　野性味というストレートなワイルドさから始
まって、作品やライブを重ねるなかで、毎回
少しずつ異なるフレーバーのワイルドで魅せ

てきた。ワイルドさは、セカンドやセカンドが
提示するエンターテインメントからあふれでる
魅力のひとつ。さて、最新作は？

「最初の単独アリーナツアーの時は、セカン
ドの新しいスタートでもあったし、ツアーの
タイトルも “WILD WILD WARRIORS” でした
し、野性味とかそっちよりのワイルドになって
いたと思いますね。今作はそこに『ROUTE 
66』を頭にするライブがあって、R&B が入っ
てきてっていう。うーん、そうだなあ、この作
品は……恋愛の曲が多いかもしれないです。
自分がそういう曲を書きたいモードなんだと
思います。ここ数年、曲をたくさん作ってき
たんですけど、そのなかで、より聴き手のこ
とを考えるようになったことが関係しているん
だと思います。ラブソングのほうがもっと聞
きたいんじゃないのかなって」

　先行シングル『アカシア』からはちょっと
危険なワイルドな恋の香りがする。

「前の『ROUTE 66』の時はロッケンロール
みたいな気分でしたし、そういう感じでやって
いたわけですけど、でもその次はどうしようっ
て。同じことはできないよなって考えた時に、
レゲエ面白いかもって思ったんです。『アカシ
ア』はそんな感じで始まりました」

『アカシア』をきっかけに、本格的にアルバム
制作がスタート。ただイメージは、シングル

『ROUTE 66』を発表したころよりも前から
持っていたという。

「なんとなく、ですけどね。コンセプトはずっ
と前からあったというか、続いているんです。
シングル『ROUTE 66』があって、今のツアー
のタイトルの “ROUTE6・6” には〈6 人 6 通
りの道〉っていう意味があります。このアル
バムも、その〈6 人の道〉というコンセプト
をイメージしました。ツアーと並行して作って、

『アカシア』は去年の夏、新曲に関しては完
成したのは最近になってからです」

　埃っぽい風を全身に受けながらドライブし
ているようなロックチューン『ROUTE 66』、
心地いいレゲエのリズムと危険な恋の香りが
絡み合う『アカシア』、そして『アカシア』と
対になる『花鳥風月』、その後はアッパーな
パーティーチューンにヒップホップやラップ、
R&B、壮大なロックナンバー、ストリングス、
そしてダンスチューン……。まるでカーラジ
オをつけっぱなしでドライブをしているかのよ
うに、いろんな音が飛び出してくる。

「正直なところ、取っ散らかりすぎてないか
なって心配もあるんです。セカンドってどん
な音楽をやってるんだろうってアルバムを手
にしてくれた人がいたら、、いろいろだなって
驚いちゃうんじゃないかって（笑）。ただ僕ら
6 人でライブをすることを考えると、いろいろ
なカラーだったりバリエーションは必要なん
です。この曲で違うシーンを作れる、この曲
なら転換ができる、とか。ライブのことを考
えてアルバムを作っているし、こういってしま
うのはどうかなと思うんですけど、ライブを見
ていただいてアルバムが完成する、成立する
と思っているところもありますから」

　セカンドでは作詞作曲も担当している。本
作でも『ROUTE 66』『アカシア』を筆頭に
多くの楽曲で「SHOKICHI」の名前はクレジッ
トされている。

「作る曲にリアリティーとか説得力が、少しず
つですけど、ついてきているかもしれないなっ
て思えるようになってきました。リリースする
しないに関わらず、本当にたくさん曲を作っ
たんです。それこそ “ 何曲作る ” って目標を
決めて、ボツとか関係なく、数作る。これを
やったことで、曲をシンプルにする技術が身
についてきた気がしています。難しい言葉を
使わなければ表現できなかった深さも、使わ
ずに伝えられている、伝わっているなって感
じられるようになりました。それに、以前みた
いにたくさん作らなくても、自分がこういう曲
を作りたいと思うところに向けて、真っ直ぐに
作っていけるようになりました」

　ソングライターとしての手腕を発揮する一
方で、本作では強力な協力者たちも参加。こ
れまでもタッグを組んできたトラックメイカー
の SKY BEATZを始め、DORBERMAN INF
INITY の P-CHO、そして今のツアーで美しい
コーラスを響かせているDEEPが名を連ねる。

「CHO 君には『POW！』でラップを書いても
らいました。はちゃめちゃに盛り上がる『GOI
NG CRAZY』に継ぐ曲があればいいなと考え
ていた時に、レゲトンで攻めてみたいと思っ
たのがきっかけです。今まで CHO 君と 2 人
だけで制作したことはなかったんですけど、2
人とも時間さえあれば曲を作ってる感じなの
でタイプが似ているのかな。スタジオ入って
5 時間で完成しました。このアルバムの中で
一番完成度が高いかもしれないです（笑）。
DEEP は同じオーディション出身ですし、お
互いのことはよく知っていたんですけど、時
が経って、お互いのリスペクトもありつつみ
たいな……すごいいい雰囲気でしたね」

EXILE THE SECOND は、道を切り開いて進んできた。
でもまだ、僕たちは旅の途中だ。

撮影・仲西マティアス／スタイリスト・jumbo（speedwheels）／ヘアメイク・大木利保

EXILE THE SECOND 待望のニューアルバム『Highway Star』完成

ダンス＆ボーカルグループ、EXILE THE SECOND の勢いが加速している。昨年秋から
スタートした全国ツアーでは会場どころか周辺の気温を上げるようなライブパフォーマン
スを展開。会場いっぱいの観客ももれなく絶叫だ。そんな盛り上がりの真っ最中に、ニュー
アルバム『Highway Star』が完成。ボーカリストで、グループの音楽の要である EXI
LE SHOKICHI にインタビューした。



rhythm zone より発売。『ROUTE 66』『アカシ
ア』『Summer Lover』などシングル曲を軸にア
ルバム初収録曲 8 曲を含む全 13 曲を収録。初
回生産限定盤の映像 Disc には、最新ツアーや
DANCE EARTH FESTIVAL、a-nation2017 か
らセレクトされたライブシーンを収録。

【CD+DVD（3 枚組）】6980 円、【CD+Blu-ray（3
枚 組 ）】7980 円、【CD+DVD】3980 円、【CD 
+Blu-ray】4980 円、【CD】2980 円の 5 形態で
発売。別にオフィシャルファンクラブ＆モバイル
サイト限定商品あり。

New Album『Highway Star』 

　内容や構成、楽曲、そして制作のメンバー
やスタイルも、このアルバムはセカンドの今
をパッケージしている。目と耳とそしてハート
で、セカンドをビシビシと感じられる。

「アルバムに収録されている『On My Way』
という曲は、現在のセカンドを表しているよう
な曲になっています。道を切り開いて進んで
きて、今ここにいる。だけど、まだまだ旅の
途中だって」

　たぶん、セカンドは、ものすごいスピード
でハイウェイを疾走しているところなのだろ
う。

　ちなみに、アルバムのタイトルは最後に決
まったそう。英ロックバンドの Deep Purple

の名曲が思い起こされるが、「前のアルバム
（『BORN TO BE WILD』）は Steppenwolf （ス
テッペンウルフ）だったし、シリーズみたい
でいいかなって（笑）。本当のところは、道を
思わせるタイトルがいいよねって、みんなで
考えていて、最終的に『ROUTE 66』の歌詞
“Highway” からインスピレーションを受けて
“Highway Star” に決めました」。

　アルバムのリリースによって、セカンドはさ
らに勢いづく。さらに今年は EXILE が動き出
す。EXILE も EXILE THE SECOND も、そ
の他のプロジェクトもと、SHOKICHI の毎日
はますます濃くなっていく。

EXILE SHOKICHI



――新曲『アマハル』は春らしい楽曲。この
曲はどのように生まれたのでしょうか？

Dream Ami : この曲は、CMソング（Dream 
Ami が出演するブルボン「おいしいココナッ
ツミルク」CM）として制作しました。ミディ
アムな曲、「春っぽい」「爽やか」といったイメー
ジをいただいて、それを表現できるような楽
曲を探すなかで出会ったのが、この曲でした。
曲を選ぶときは直感を大事にしています。今
回もビビッとくるものに出会えた感じです。

――作詞は EXILE や三代目 J Soul Brothe
rs などを手掛ける小竹正人さん。Amiさんの
作品でもシングル「ドレスを脱いだシンデレ
ラ」を筆頭に小竹さんが作詞した作品は多い
です。

Dream Ami : 久しぶりに作詞をお願いしま
した。「小竹さんに書いてもらったら、絶対い
いものになる、自分の想像を超えた曲になる」

という確信があったんです！

――想いあう人がいて幸せな状況にあるけれ
ど、それゆえに感じる寂しさや切なさを歌って
いる。始まりのラブソング、です。

Dream Ami : CM 曲のテーマとしていただ
いていた「春ソング」「春が過ぎ去っても聴
ける曲」ということだけを伝えて作っていただ
きました。ストーリーも小竹さんが考えてくだ
さったのですが、出来上がったものを聴かせ
ていただいたときには、もう、「すごくいいなあ」
という感想しかなかったです（笑）。メロディー
やサウンドが切ない感じなので、どっぷり切
なくなって、どんよりした春になるのはちょっ
と嫌だなと思っていたのを、言わずとも、汲
み取ってくださりました。小竹さんの歌詞が
載せられたことで、切なくなりすぎていないん
です。きっとDream Ami のイメージに合わ
せて書いてくれたのかなと思います。お礼の
メールをさせていただいたときに、そのまま伝

新生活、新学年、新学期……！　4 月はたくさんの「新しい」がスタートする時期。
Dream Ami も、ニューシングルで「始まり」を歌う。恋したときや恋が始まった
ときのハッピーな気持ちと、それゆえに感じるちょっとした切なさを綴る。春は「出
会って、恋する季節でしょう」？　あなたの春は、どんな春？

Dream 
  AmiSpecial

　interview



撮影・蔦野裕　ヘアメイク・福田翠（Luana）　スタイリスト・後藤則子（Post Foundation Inc. ）　ワンピース、ニットベア、パンツセットアップ／全て LEINWANDE（MATT）、ピアス／ somnium、その他スタイリスト私物

New Single『アマハル』4 月 18 日（水）リリース！

Dream Ami が出演するブルボン「おいしいココナッツミルク」の CM ソングの表題曲の
ほか、自ら作詞した「ノーアイディア」を収録。【CD+DVD】のDVDには、昨年行った「Dream 
Ami 1st Live Tour 2017 Re:Dream」のライブ映像を収録。【CD+DVD】4491 円、
CD のみ 1000 円。ともに税込。エイベックスより発売。詳細は公式サイト（http://ami-
ldh.jp/）で。

えたら、「そりゃ、そうだよ」って言われました。

――この曲で描かれている恋愛だとか、状況
だとか、自分の経験と重なったりも……？

Dream Ami  :（笑）……「めちゃくちゃ分
かります !   自分と重なります」というのも小
竹さんに伝えたら「あなたの恋愛観で書いた
んだから！」と言っていただきました（笑）。
小竹さんとは、楽曲制作をする以前からずっ
と親交があるので、曲のアイデアなどのお仕
事のお話に限らず、いろいろな話をしている
んです。本当に、いただいた歌詞の全部が当
てはまりすぎて、「分かる！　分かる！」とい
う感じでした。

――この「ハッピーなのに、寂しい、切ない」
という状況。たくさんの人が共感する「ある
ある」でもありますが、こういうとき、Amiさ
んはどう動くタイプですか？

Dream Ami : 私は自分でも直球な人だと思
うので、思ったり感じたことを言わないで我
慢するということはないですね。言い換える
と、言わないでおこうと思ってもつい言ってし
まうタイプなので、わがままと思われてしまっ
た経験もあります。それで後悔することもあ
りますけど、私は言える人で良かったと思い

ますね。

――カップリングの「ノーアイディア」につ
いて教えてください。この曲はキラキラした
ポップソングで、「アマハル」のような切なさ
はほとんど感じません。

Dream Ami : 「アマハル」を探しているな
かで出会った曲のひとつで、CM のイメージ
とは違ったのですが、すごく気になった曲な
んです。今までこういうリズムの曲を歌った
ことがないな、歌ってみたいなと思ったとこ
ろから始まっています。

――楽曲も歌詞も少し懐かしいフレーバーで
す。Amiさんが作詞されていますね。

Dream Ami : 聴かせていただいたデモの
段階で入っていた「ノーアイディア」という
言葉がすごく印象的だったので、それを生か
して制作しています。作りながら、少し懐か
しい感じ、90 年代とか、そのあたりを思い出
させる曲だなと思って、歌詞もそういう視点
で書いていきました。今では使わない言葉遣
いだとか単語を入れて……。

――その頃って、Amiさんは、かなり「子ども」
ですよね。言葉遣いや単語は調べて……？

Dream Ami : それは、自分が小学生とか中
学生のころを思い出しながらです！　私、ド
ラマがすごい好きで、小さい頃からいっぱい
見てきたんですよ。恋愛ドラマ、それこそト
レンディードラマとかをたくさん見てきたの
で、実体験はなくても、なんとなくあの時代
のシチュエーションだとか空気は想像しやす
いんです。「くわえたタバコの煙」がどうとか、
2018 年の今では使わないというか……今か
ら見るとそういうシチュエーションはちょっと
ダサいっていうのかな……（笑）。引き出しが
足りなかったりして苦労したところもないわけ
じゃないですが、楽しかったです！　

――恋の始まり、ちょっと頑張る女の子が主
人公のラブソング。歌いたい物語は「ノーア
イディア」という言葉や曲調から、どうつな
がったのでしょうか？

Dream Ami : 最初に思ったのはやっぱり、
何に対して「ノーアイディア」なの？というこ
とでしたね。人生なのか、仕事なのか、それ
こそ人によっていろいろあると思います。私
の場合は、「ノーアイディア」なんだけど、な
んか頑張ってて、でもちょっと的を得てない
女の子が浮かんだんですよね。かわいくてお
もしろいんじゃないかなって。それもまた、直
感です。

――なにか小説を書いていくようなアプロー
チ！　今後にもつながっていきそうですね。

Dream Ami : 今回、楽しかったので、また
できたらいいなって思います。

――最後になりますが、【CD+DVD】の DVD
には、昨年のライブツアーの模様が収められ
るとか。

Dream Ami: そうなんです。またツアーし
たいですね。去年は 5 公演だったので、もっ
とたくさんできたらいいですね。

春は、出会って、恋をする。





EXILE TETSUYA Column













　平昌オリンピックが終わり、世界最高峰の
スポーツの祭典にまた、さまざまな歴史が刻
まれましたね � � �

　その瞬間をテレビやニュースで、たくさん
観ることができて本当に感動的で、改めてス
ポーツって素晴らしいなと心から感じました。

　日本の国旗を胸に、日々の努力の成果を
発揮した日本代表選手の皆さんをはじめ、世
界中の選手の皆さんに、拍手を送らせていた
だきたいです !!

　ただ今、平昌ではパラリンピック (18日ま
で ) の真っ最中という事で、こちらもどんな
歴史が生まれるのか、本当に楽しみです ! こ
の文章を書いている現在は平昌 2018 パラリ
ンピック冬季競技大会の開会式直前なので、
結果はまだ分かりません。今回の平昌パラリ
ンピック日本代表選手団は全員で 38 人。ア
ルペン、アイスホッケー、スノーボード、ク
ロスカントリー、バイアスロンなどメダルが
期待できる選手がたくさんいて、ワクワクで
す � � �

　先日、日本代表選手団の団長である、大日
方邦子 ( おびなた くにこ)さんとお会いした
のですが、良い雰囲気で選手を盛り上げて
いきたいと、力強く気合の入ったお言葉をお
っしゃっておりました！　

　今までたくさんの選手と対談させていただ
きましたが、パラの競技には、選手それぞれ
のストーリーがあり、自分とその競技との向
き合い方は、身体を動かす表現者として見習
うべきことや学びが、たくさんあります。自
分の持つ力の限界を超えて、もの凄い努力

と鍛錬を積み重ねる事によって、不可能を可
能にし、自分の可能性を広げている姿には、
いつもパワーをもらいます。これから平昌パ
ラリンピックも、精一杯の応援を選手の皆さ
んに送らせていただきたいと思います！

　でもなぜ、トップアスリートはあんなにも
強さを身に付けられるのか？

努力
挑戦
メンタル

　もちろん選手によってそれぞれ違うとは思
いますが、そこへの強さの秘密が知りたいの
と、それを感じたいからこそ、僕自身スポー
ツのファンなのかもしれません。

　自分はステージに立つ表現者として、その
強さを手に入れる事ができたら、もう少した
くさんの笑顔が見れるような気がして、その
強さの秘密に憧れます。まだまだ勉強しなけ
ればいけませんね（笑）。

　勉強といえば、この 1年、僕は早稲田大
学院の学生として、スポーツの勉強や、ダン
スの研究をさせいただいておりましたが、な
んとかすべての課程を修了し、後は卒業式を
残すだけとなりました！　ありがたくも優秀
論文賞もいただく事ができましたし、1年間
勉強したすべての事が、これからの自分の活
動のパワーになると思います。これからは、

書いた論文を形にして、誰かの役に立てるこ
とが自分の夢や目標になりました！

　卒業式前ではありますが、先生方、同級
生の皆さん、いつも温かく応援してくれたフ
ァンの皆様、EXILE メンバーやスタッフの皆
さんに、この場をお借りして、本当に感謝い
たします。

　話は変わりますが、先日、就職活動をされ
ている新卒の方々へ向けての会社案内のイ
ベントがあり、その説明会のゲストスピーカ
ーとして、自分の LDH での働き方やスタッ
フさんとの関わり方などを少しだけプレゼン
させていただきました！　フレッシュ！という
言葉が一番似合う方々が 700 名ほど来場さ
れていて、自分が将来働くかもしれない、エ
ンターテインメント会社の説明やブースを真
剣に見て、聞いていました。いつかあの中か
ら、同じ会社や同じ現場で働く人がいるのか
と思うと、ワクワクしましたし、責任感も生
まれました！ぜひお会いすることを楽しみに
しております !!!

　実はパラリンピックの開会式や競技を観
に、今まさに、平昌に移動中です（笑）。ま
たその模様もどこかでお伝えしたいと思いま
すので、お楽しみに (^o^)v　さてそろそろ平
昌に到着しそうなので、この辺で �

（TOKYO HEADLINE vol.704 より）

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。

移動中
EXILE TETSUYA“男を上げる”Monthly Column 
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