
●今作のリリースはいつ頃から決められていたんですか？

中川：具体的には『街道筋の着地しないブルース』をリリースしたあと、6
月かな。ただ、あまりに過密なスケジュールで、年内に出せるかな？とい
うのはあったけど、作品の内容を考え始めてから、やっぱり2011年内に出
すべきものやと思った。＜おいらの船は300とん＞と＜斎太郎（さいた
ら）節＞と＜郡上節＞、所謂ソウル・フラワー・みちのく旅団（ソウル・
フラワーのメンバーらによる東北被災地出前ライブを行う時の総称）のレ
パートリーは当初、6月のツアーのライブ音源を収録しようと思ってた。

●スタジオ音源ではなく？

中川：そう。ところが、横浜のライブ（9/21@横浜F.A.D）が台風で流れ
た時に、そこでちょっと閃いてしまったのよ。機材も揃ってる、スタッフ
もいる、と。「今日はライブ中止です」では物悲しいだけやけど、「今か
らレコーディングやる！」ってことならtwitterでも盛り上がるんちゃうか
な？って（笑）。実際盛り上がってんけど（笑）。そこで＜おいらの船は
300とん＞と＜斎太郎節＞と＜郡上節＞のベーシックを録った。まあ、こ
の三曲、スタジオ・ヴァージョンとしてちゃんと残したいな、っていう気
持ちもあったからね。その流れの中で、マキシ・シングルではなく5曲新
録があるわけやし、ミニ・アルバムという形になっていったんよね。

●やはり”震災の年”である2011年に差し込んできたと？

中川：今年は本当にたくさんの、東北での出会いがあって、被災した彼ら
から本当にたくさんのものを俺らはもらってるし、それを一つの作品とし
て、刻印しておこうやないか、というのは強くあったね。

●曲についてお伺いします。まずはタイトル曲の＜キセキの渚＞につい
て。こちらは宮城県女川町の蒲鉾本舗【高政】の高橋さんとのエピ
ソードがモチーフになっているという事ですが？

中川：4月に女川で発見した
タ ー ン テ ー ブ ル の 写 真 を
twitterに上げて、高政の高橋
君が「これ、俺のです」ってリ
プライをくれて。それから、女
川町の避難所でライブをやる時に、『ソウルフラワー震災基金』で彼の店
の蒲鉾を買い上げて、焼き蒲鉾を振舞ってもらったりとか、そういう付き
合いが始まった。とにかく奇跡的な出会いと言うか、びっくりな出会い
やったよ。女川の「瓦礫」の中にターンテーブルがありました、なんて
言っても、本当に広大な津波被害状況の中で、偶然にしてもちょっと凄過
ぎる。そして、その偶然が重なっていく。そもそも高橋君はソウル・フラ
ワーのファンで、尚且つ、阪神・淡路大震災の際にボランティアで神戸に
入ってて、ソウル・フラワー・モノノケ・サミットの機材を運んでる。
ちょっとびっくりやね。

●まさに“キセキ”ですね。

中川：5月に初めて被災地へ演奏しに行った時、ターンテーブルを見つけ
た現場に高橋君を連れて行った。冠水してしまってたけど、彼は瓦礫をど
けて、抜き出したターンテーブルを泣きながら抱えて「一生の宝物で
す」って言ったんよね。家も流されて…大事なもの全部流されて。そんな
中でのターンテーブルの発見やった。

● この＜キセキの渚＞の中で唄われている歌詞は情景を思い浮かべやす
いと思うのですが、それもその出来事を含めて被災地での経験が描か
れているのですか？

中川：こんな曲を書くぞ、って気張ったわけではないけどね。どんな曲を
書こうかな？って思った時に、まずこのメロディが下りてきて、言葉も
すっと出てきた。

ソウル・フラワー・ユニオン（中川敬）
ディスクユニオン・オリジナル・インタビュー
＜インタビュー:南（disk union渋谷中古センター）森崎（disk union営業部）＞



●一連のエピソードや出来事を踏まえて歌詞を読みながら聴くと、本
当に胸が詰まりそうになります。

中川：ターンテーブルが彼の手元に戻った日、その日は俺らが初めて
女川で演奏した日で。避難所になってる体育館の前で演奏したんやけ
ど、リクオが歌う＜夜霧よ今夜はありがとう＞、俺が歌う＜お富さん
＞、＜さよなら港＞、＜斎太郎節＞、＜おいらの船は300とん＞など
など、いい感じに盛り上がって、みんな、避難所暮らしが3ヵ月ぐらい
続いててすごくキツイ時期やったと思う、あの頃。そんな中、60代後
半くらいのあるおっちゃんがずっと目に涙をためて演奏中俺らを凝視
してた。終了後、その人が、片付けしてる俺のところにやってきて、握
手を求めながら「兄ちゃん、ありがとうね」って。「音楽って本当に
いいね」って何度も言いながら、俺の手を硬く握り締めながら泣き崩
れてしまったんよね。周りにいたみんな、ほんとびっくりしたんやけ
ど、溜めてた感情が一気に出ちゃったんやね。避難所という環境はプ
ライバシーもないし、泣きたいだけ泣くということも出来ない。泣く
とか、大笑いするとか、怒るとか、そういう極端な感情を止めてし
まってる部分がどこかにあって、音楽のせいにして感情を出すことが出
来たというか。その出来事はちょっと忘れられんへんね。それからそ
の後、三陸の方に演奏しに行くようになるんやけど、どこでやってて
もニューエスト・モデルのファンがやってくる。どういうことかと言う
と、80年代後半から90年代前半に宮城で【仙台ロックンロール・オリ
ンピック】っていうロック・フェスがあって、ニューエスト・モデルも
メスカリン・ドライブもあの当時は毎年出てた。そこに来てた当時の
ファン、40歳前後ぐらいの連中が、twitterで三陸の避難所などでライ
ブをやるのを知って、来てくれてね。言ってみたら”再会”。そんな再
会が沢山あった。だから”ニューエスト・モデル”ってキーワードは今
作、実はちょっとあったんよね。＜キセキの渚＞のアレンジとか。

●もちろん、そうですね。

中川：いかにも"ソウル・フラワー・ユニオン"的な作風。そこにニュー
エスト・モデル的作法が入り込んでくる、という。東北で出会った仲
間、友人達と、これからの人生を祝福し合うような。そんな曲を書き
たいと思ったんよね。

●サビの部分「何度もやり直す、しつこく巻き返す」のフレーズが実に
中川さんらしいなと思いました。

中川：東北各地で聞いた言葉やね。3月末ぐらいの記事なんやけど、
「瓦礫」の下敷きになって、何日目かに助け出されたお爺ちゃんが、
助け出されたとき開口一番「戦争の時もやり直せたんだから、今回も
みんなでやり直しましょう」って言ったのが強く印象に残ってて。

●なかなか出てこない言葉です。先ほど、”ニューエスト・モデル”と
言うキーワードのお話がありましたが、2曲目に収録されてる＜ホモサ
ピエンスはつらいよ＞もアッパーなキラーチューンと言った感じで、
＜月光ファンファーレ＞や＜ラヴィエベル＞のような祝祭感と疾走感
がありつつも、歌詞の世界観は＜風の市＞に代表される"ただ悲し
い"だけで終わらず”その先”を見据える、中川さん独特の深い世界観を
感じます。

中川：ソウル・フラワー・ユニオンには数少ない8ビートのストレート
なロックンロール。どんなミュージシャンでも、自分の人生でどうい
うものと出会っているかということが表現に反映すると思うんよね。
俺の場合、人との出会いを曲に刻印していくしかないんよ。

●こちらがタイトル曲であっても全く違和感はないですが、この曲も
＜キセキの渚＞と同じタイミングで出来ていたんですか？

中川：とにかく2曲新曲を録ろうということやったね。＜キセキの渚＞
が結構作り込む系やったから、もう一曲はちょっと呑気なやつでいこ
うと（笑）。お里が知れる、パンク・ロックンロールやね。

●確かにシンプルで尚且つ、今現在の”ソウル・フラワー・ユニオ
ン”のメンバーの良さが凝縮された曲だと思います。ところで歌詞にあ
る「これじゃ電気の生贄」ってすごくドキっとする言葉ですよね。

中川：一見無関係にみえる語彙が歌詞世界にいきなり飛び出してくる
のが好きでね。でもまあ、まさに文明人、電気の生贄やね。



●この＜ホモサピエンスはつらいよ＞もシンプルな8ビートのロックン
ロールになった、と言うのは”ニューエスト・モデル”と言うキーワー
ドがあったからなんですか？

中川：アコースティック・アルバム『街道筋の着地しないブルース』を
作った反動もあったと思う。ちょっとうるさいのをやりたくなったっ
ていうか。でも、いつもそんなコンセプチャルに考えているわけでは
ないよ。まあ、確かに“ニューエスト・モデル”っていうキーワードは
ぼんやりとあったね、色んな出会いの中で、色んな語彙がモザイク状
に頭の中にあって、それがソング・ライティングに作用すると言うか。

●＜ダンスは機会均等＞のダブミックスを担当されている内田直之さ
んとはどう言った繋がりなんですか？

中川：実は彼とも"再会"やった。初期のソウル・フラワーのレコーディ
ング現場で、アシスタント・エンジニアをやっていたことがあって、そ
の後【PEACE MUSIC FESTA'2009】を宜野湾でやった時に再会し
たんよね。ソウル・フラワーは常に俺がプロデューサーという面が
あって、違う人が俺の唄をプロデュースする、内田君やったらどう料理
するやろな、っていう好奇心みたいなところがあって。基本的に唄は
全部残して欲しいと、後は何をしてくれても良いと。その人らしさは思
い切り入って欲しいからね。

●今回は3曲＜おいらの船は300とん＞＜斎太郎節＞＜郡上節＞と、土
地に根付いた曲が収録されていますが、こうした所謂民謡・トラッド
をチョイスする基準はあるのですか？

中川：まあ簡単に言うと、その唄が自分のものになるかどうか、自分
の音楽として成立するかどうか、という点につきる。基本は皆と共有
したいというところがあって、特に避難所や仮設住宅で昼間演奏す
るってなると、お年寄りや子供が多い。そこでやっぱり皆と共有でき
る、共有しつつ一人一人の頭の中で記憶や情念みたいなものが渦巻く
ような曲にしたい。ただ、あんまり借り物みたいな曲を唄っても自分
のものにならないから、まずは俺が好きになれるかどうかっていうこ
と。今回＜おいらの船は300とん＞に関しては、5月に初めて被災地に
演奏しに行く前に東北の仲間の意見を聞いてね。東北は遠洋漁業の

メッカのような港がいっぱいあるから、遠洋漁業やってる人らの大好
きな曲がある、と。はじめは半信半疑やったけど、これをレパート
リーにして演奏しに行ったら、やっぱりある年代以上の人はみんな
知っててね。しかも、演奏を聴いたお婆ちゃんのこの曲にまつわる思
い出話なんかも聞けたしね。昔、夫が遠洋漁業で港から出航する時
に、皆でこの曲を踊りながら唄って送り出したとか、そんな話を聞か
せてもらった。俺の音楽人生にとっても、今年を象徴する、大事な曲
になったね。

●続いて＜郡上節＞についてですが、これは桃梨（JIGEN氏と上村美
保子氏の別ユニット）でもよく演奏されている曲ですね？

中川：そう。これはソウル・フラワー・みちのく旅団のレパートリー
でもあるからね。今回は俺流のコードを付けさせてもらって。このア
レンジは気に入ってるよ。JIGENと美保ちゃんの2人はソウル・フラ
ワーとしてだけではなく、桃梨としても演奏と新品Tシャツを届ける支
援活動で被災地によく行ってて、そんな中、彼（女）ら2人がフィー
チャーされた曲が入るというのも、2011年のソウル・フラワー・ユニ
オンの作品ということやね。

●すごく芯の通った作品になった感じがします。作品から離れます
が、震災後にたくさんのミュージシャンが被災地に入られていて、良
い悪いは別にして、スタンスや寄り添い方の違いが浮き彫りになって
いると思うのですが？

中川：色んなミュージシャンがそれぞれのやり方でやればいい。それ
ぞれの感じ方が立ち位置によって違ってしまうような、特殊な災害や
からね今回の出来事は。なにより原発事故の捉え方の部分やね。当
然、時に意見は割れると思うしね。でも、それぞれの体験が、思考の
洗練を経て、然るべきところに向かって行くと思うよ。ミュージシャ
ンと言えども単なる人間、ホモサピエンスなわけであって。人間とし
て、それぞれ人の数だけやり方の種類があっていいんよ。まあ、はっ
きりしたね。いかなる御託を並べようが、ホモサピエンスと核の共存
は無理なんよ。



■ソウル・フラワー・ユニオン 
『年末ソウルフラワー祭 2011』

●12月10日(土) 大阪 BIGCAT
ぴあ http://t.pia.jp/  0570-02-9999 (P
コード;151-470)
ローソン http://l-tike.com/  
0570-084-005 (Lコード;51431)
CNプレイガイド http://
www.cnplayguide.com/  
0570-08-9999
e+ http://eplus.jp/ （PC・mobile)
(問)GREENS tel.06-6882-1224

●12月11日(日) 名古屋 クラブクアトロ
ぴあ http://t.pia.jp/ 0570-02-9999 (P
コード;151-276)
ローソン http://l-tike.com/  
0570-084-004 (Lコード;45724)
e+ http://eplus.jp/ （PC・mobile）
(問)JAILHOUSE tel.052-936-6041

●12月17日(土) 東京 LIQUIDROOM
ぴあ http://t.pia.jp/ 0570-02-9999 (P
コード;151-520)
ローソン http://l-tike.com/ 
0570-084-003 (Lコード;74088)
SOGO TOKYO WEB http://
www.sogotokyo.com/
e+  http://eplus.jp/ （PC・mobile）
(問)SOGO tel.03-3405-9999

●12月20日(火) 仙台 LIVE HOUSE 
enn2nd
ぴあ http://t.pia.jp/ 0570-02-9999 (P
コード;152-631)
ローソン http://l-tike.com/ 
0570-084-002 (Lコード;23763)
e+  http://eplus.jp/ （PC・mobile）
(問)GIP tel.022-222-9999（平日11:00
～19:00）

全会場 OPEN 18:00/ START 19:00
料金；前売4,200円/当日4,700円(税込・
ドリンク別・整理番号付)
キッズチケット前売2,100円/当日2,300
円(税込・ドリンク別)
チケット発売中！

★『キセキの渚』開場先行発売アリ！！

■『ホモサピエンスはつらいよ』ツアー
横浜振替公演・2011大忘年会！

●12月28日(水)横浜 F.A.D 
YOKOHAMA　 OPEN 18:00/ START 
19:00
前売4,200円/当日4,700円　(税込・ドリ
ンク別・整理番号付)
キッズチケット前売2,100円/当日2,300
円　(税込・ドリンク別）
チケット再発売中！
ぴあ　http://t.pia.jp　 tel.
0570-02-9999 (Pコード;152-909)
ローソン　http://l-tike.com　tel.
0570-084-003 (Lコード;75796)
SOGO TOKYO WEB SITE　http://
www.sogotokyo.com/
e+（PC・mobile)　http://eplus.jp
（問）SOGO tel.03-3405-9999

※9/21横浜公演のチケットをお持ちの方
はそのまま有効となります。

■ソウル・フラワー・アコースティッ
ク・パルチザン  (中川敬/リクオ/高木克)
『ソウル・フラワー・ユニオン ミニ・ア
ルバム 『キセキの渚』 発売記念地方巡
業
～アコースティック編～』

●2012年1月15日（日）福岡 the 
voodoo lounge
［チケット］
ぴあ 0570-02-9999[Pコード;156-092]
e+ http://eplus.jp （PC・mobile)
the voodoo lounge 店頭  http://
voodoolounge.jp/
(問) the voodoo lounge   tel.
092-732-4662

●2012年1月17日（火）広島 横川シネ
マ
［チケット］
横川シネマ 店頭 http://
ww41.tiki.ne.jp/~cinema-st/
メール予約 cinema-st@mx41.tiki.ne.jp
(問) 横川シネマ  tel.082-231-1001

●2012年1月18日（水）松山 ブエナビ
スタ
［チケット］
ブエナビスタ 店頭 http://www.buena-
vista.jp/
メール予約 buena-
vista@shirt.ocn.ne.jp
(問) ブエナビスタ tel.089-953-4886

●2012年1月20日（金）兵庫 加古川 
ギャラリー＆サロン 日本堂
［チケット］
dining cafe CECIL 店頭 tel.
079-456-6383
CHATSWORTH 店頭 tel.
079-420-1707
メール予約 
cecilkakogawa@yahoo.co.jp
(問) dining cafe CECIL tel.
079-456-6383

●2012年1月22日（日）東京 代々木 
Zher the ZOO
［チケット］
ぴあ tel.0570-02-9999[Pコード;
155-821]
ローソン tel.0570-084-003[Lコード;
70558]
e+ http://eplus.jp （PC・mobile)
代々木 Zher the ZOO 店頭 http://
www.ukproject.com/zherthezoo/
(問) 代々木 Zher the ZOO tel.
03-5358-4491

●2012年1月24日（火）宮城 石巻 ラ・
ストラーダ
［チケット］
ラ・ストラーダ　店頭 http://www.la-
strada.jp/
電話予約 tel.0225-94-9002
メール予約 info@la-strada.jp
(問) ラ・ストラーダ tel.0225-94-9002

全会場 OPEN 18:00/ START 19:00
料金；前売3,500円 (税込・ドリンク別)
キッズチケット前売1,700円 (税込・ドリ
ンク別)
チケット一般発売日;11月19日（土）

■ソウル・フラワー・モノノケ・サミット
「ソウルフラワー・モノノケサミット歌
初め！夢の歌謡ショウ！２０１２」
ゲスト：二階堂和美 / 上間綾乃

2012年2月9日(木) 京都磔磔  
OPEN / START 17:30 / 18:30
料金（税込） 前売り　4,000円　/ 当日　
4,500円
※入場時、別途ドリンク代600円必要 
お問合わせ 磔磔 075-351-1321 http://
www.geisya.or.jp/~takutaku/
                   
2012年2月11日(土) 下北沢GARDEN
OPEN / START 18:00 / 19:00
料金（税込） 前売り　4,000円　/ 当日　
4,500円
※入場時、別途ドリンク代500円必要 
お問合わせ GARDEN 03－3410－3431 
http://www.gar-den.in/

※両公演とも
入場時整理番号あり          
中学生以下は入場無料。保護者同伴にて
ご入場下さい。
障がい者に付き添いの介護の方1名は入
場無料とさせていただきます。( 障がい
者手帳
を必ずご持参下さい。)"       
                   
※チケット発売日 2011年12月3日

2011/12/21 on sale
ソウル・フラワー・ユニオン

「キセキの渚」
BM tunes/XBCD-1037　
2,000yen (tax in)

ディスクユニオン恒例企画！
完全限定Tシャツ付きセット
CDとオリジナルデザインの
Tシャツのセットです。
XS(150) / S / M / L
2,800yen (tax in) 

www.diskunion.net/jp
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