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――“永遠の46歳”というキャッチフレーズで
活動されてきたカヲルさんですが、そもそも、こ
の設定をつけられたきっかけは何だったんです
か？
暴動「(氣志團の)綾小路 翔さんが『永遠の16
歳』って言ってたのを真似たんだと思います(笑)。
46くらいが面白いんじゃないかなって。そのと
き本当は30代だったっけ？」。
港カヲル(以下、港)「もしかしたら20代後半か
もしれないですね」。
暴動「港カヲルっていうキャラクター自体が二
転三転していて(笑)、今は、なれの果てなんです
よ。最初は“無駄に大物感があるわりにネタは

面白くないコメディアン”“女性にはモテモテで
世界中に愛人がいる”っていう設定だったんです
(笑)。でも、ライブをやるにつれて段々僕が台本
を書く分量が減ってきて、皆川君が自由になって
きて。僕が書かなくなったことによって、結局自
分の言葉で喋るようになって“皆川君”の成分が
多くなってきたんです(笑)。それが今の形ですね。
嫁とか子どもの話もしちゃってるけど、本来はし
ちゃいけないんですよ(笑)」。
港「最初の設定はそうだもんね(笑)」。
暴動「嫁なんていないんです。少なくともステー
ジ上で嫁の話はしちゃいけない」。
石鹸「ものすごく“ジゴロ”みたいな設定だった
んですよ」。
暴動「最初はそれでやってたんです。土地土地に
いる愛人に産ませた子どもたちが集まってバンド
をやっているっていう設定だったんですよ。だか
ら今回のアルバムの1曲目に、その初期設定を思
い出してほしいという思いを込めて『俺でいいの
かい』という曲を入れたんです。そうしないと始
められないなと思って」。
港「それなのに、最後の曲が『南部ダイバー』っ
ておかしいですね(笑)」。
一同「アハハハハ！ (笑)」。
暴動「もうぐちゃぐちゃなんです(笑)。でも結果、
皆川君の年齢が追い越していくわけなので、今一
番皆川君と港カヲルが“一緒でいい”時期なんで
すよ。皆既月食みたいな(笑)」。
石鹸「あ～！　なるほどなるほど(笑)」。

暴動「今が一番“イコール”でいい時期。ここか
らどんどんイコールでなくなっていって、皆川君
がどんどん老いぼれていくけど、港カヲルは今の
まんまっていうのが多分いいと思うんですよね」。
港「そうですよね～。30歳くらいのときには、
自分でも46歳なんてまったく想像つかないとこ
ろでやってたのに、本当に46になっちゃったっ
ていう…。みんなやっぱり年取ったときに“こん
なはずじゃなかった”って思うじゃないですか。
もっと大人だと思ってた、みたいな。46歳って
こんなもんなんだって思いますよね」。
暴動「そうだね。それで言うと、46 ってもっと
大人だと思っていたっていう部分と、逆にこんな
に衰えているんだっていう両方だね」。
港「あ～、それはありますね～。肉体的にはどん
どん老いてくる感じ」。
暴動「ちょうどよくないね、46歳って(笑)。本
当は働き盛りと言われる年齢ですけどね。それっ
てどういう意味なんだろうなって子どもの頃は分
からなかったですけど、今思うと“働くしかない
時期”っていうことですよね」。
港「あとバンテリン塗らないと動けないんだ、み
たいな(笑)。30代の頃は思わなかったもんな～」。
暴動「46歳って、一番冴えているのかと思って
たけど、そんなことないんですね」。
石鹸「でも僕は49歳だから、46歳っていい
な～って思いますよね。3年前って言ったら…」。
暴動「一番泣いてた頃だね(笑)」。
石鹸「そうだね～。泣いたり怪我したり。でも
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“永遠の46歳”港カヲルがソロデビュー！
暴動、石鹸と共にソロアルバム、
ソロライブについて語る！

グループ魂
　グループ魂のメインMCで“永遠の46 歳”
として活動してきた港カヲル (皆川猿時 )が、
2017年2 月1日、ついに“本物の”46 歳を
迎える。そしてそれを記念してのソロデビュー
が決定！　1月25日に、前山田健一、坂本慎
太郎など豪華アーティストとのコラボ曲と『君は
1000％』『壊れかけのRADIO』など名曲カヴ
ァーを収録したソロアルバム『俺でいいのかい 
～港カヲル、歌いすぎる～』をリリースし、東京・
大阪ではソロコンサート【港カヲル 人間生活
46周年コンサート ～演奏・グループ魂～】を
開催する。この記念すべきソロデビューを前に、
港カヲルと暴動(G / 宮藤官九郎)、石鹸(Dr / 
三宅弘城)に話を聞いた。
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46歳はいいですよ。僕はあと1年で50歳です
からね。40のときはそんなに思わなかったけど

“50になるのか～…”ってしみじみ思いますよ
ね。これから上がっていくことはないですから」。
暴動「メンバーはこれからどんどん50代に突入
していきますからね。港カヲルだけが46歳のま
んま。最終的に一番若くなりますよね」。
――アルバムには前山田健一さん、坂本慎太郎さ
ん、向井秀徳さんなど豪華な面々が参加されてい
ますが、ライブも大阪公演はMCにレイザーラモ
ンRGさん、ゲストに綾小路 翔さんや私立恵比
寿中学を迎えるんですよね。どんな構成を考えら
れているんですか？
暴動「大きく言うと、1部が港カヲルのソロコン
サートで、2部がグループ魂のライブ。でもグル
ープ魂のライブといっても、港カヲルのソロライ
ブという体で始まるライブなので、破壊さん(Vo 
/ 阿部サダヲ)の機嫌はあんまり良くない」。
一同「アハハハハ！ (笑)」。
暴動「俺が思うに、阿部君はその日1日機嫌が悪
いと思う(笑)」。
石鹸「それはあるね～」。
――阿部さんは、自分の居場所を取られた感じで
すか？
暴動「グループ魂では常に主役でしたからね。た
だ機嫌悪いときの阿部君って、いいライブするん
ですよね(笑)」。
石鹸「スリッパを投げる速度がすごいですよ！
鋭角でいきますからね」。
暴動「凶暴になってますから、いつもより『ババ
ア！』って言うと思います(笑)。これは心配で
あり必見。見ものです！  しかも大阪は東京公演
を終えた後なので、果たしてどうなっているか。
港カヲルソロライブの方は、東京と大阪で大幅に
内容を変えなきゃいけなくなるので、それはいい
方に変わると思うんですけどね。豪華なのは東京
かもしれないんですけど、面白いのは大阪じゃな
いかなと思います」。
――ホールの大きさが違うからですか？
暴動「大阪には来れない人がいるので、その穴を
メンバーが埋めるという(笑)。我々が大変なの
は間違いなく大阪ですね」。
――大阪はメンバーの方々が盛り上げていく。
暴動「そうそう。東京の1部前半は、おそらく俺
ら出ないですもん。本当にカヲルさん1人でやっ
てもらおうかなと思っていて。その出ていなかっ
たところを大阪は全部出るから(笑)」。
石鹸「これは相当大変ですよ！　できるかどうか
分からないことに挑戦するから」。
暴動「そして1人機嫌悪い奴がいる！」。
港「楽しみですね～ (笑)」。
――センターに立つカヲルさんは、今の心境はど
うですか？
港「どうなんだろうな～。あんまりないことです
からね。通常のライブだと前説みたいなのをやら
せてもらっているんですけど、それがずっと続く
っていうことでしょ。イッちゃうんじゃないかな
って思うんだよね(笑)」。
一同「アハハハハ！ (笑)」。
暴動「3回くらいイッちゃうんじゃない(笑)」。
港「たぶんね（笑）。どのくらい気持ちいいのか
っていうのがね、ちょっと楽しみですよね。あと
これは東京に限ってなんですけど、うちの親戚が
20人くらいで観に来るみたいで…」。
暴動「絶縁されるんじゃない(笑)」。

港「そうなったら面白いな～と思うんだけど(笑)。
『あんまり来ない方がいいよ』って言ってるんだ
けど、みんな田舎もんだから喜んでくれてて」。
暴動「本当に一番だまされている人たち(笑)」。
石鹸「ソロデビューだからね！」。
港「僕、グループ魂で紅白出たときに、親戚から
すごく評判悪かったんですよ。『なぜあんなテレ
ビでお腹を出すんだ！』とか言ってたから。今回
大変なことになりますよ！　機嫌の悪い人が増え
るっていうだけかもしれない(笑)」。
――お子さんたちは、『カヲルの子守歌』にも参
加されてますもんね。それはどういう経緯で参加
することになったんですか？
暴動「僕が皆川さんに『1曲くらい自分で作詞し
た方がいいんじゃない？』って言って、書いてき
たのが子守歌で。その歌詞を見たときに、これは
坂本慎太郎さんに作ってもらいたいなと思ってお
願いしたら、坂本さんが、子どもの声を入れたデ
モを上げてくれてたんですよ。声のピッチを機械
的に上げて。これいいな～と思って、冒頭に子ど
もの『眠れないよ』『子守歌うたってよ』ってい

うセリフを入れましょうかって僕が提案したら、
コーラスも子どもの声で録り直すことになって、
皆川さんの子どもにお願いしたんです。あれはち
ゃんと説明して快諾してくれたの？」。
港「説明というか、なんだかんだ言って、“クド
カン”っていう名前を知ってるんですよ、うちの
子どもたちは。だから“宮藤さん”じゃなくて“ク
ドカン”からこんな依頼がきてるよって伝えまし
たね。説得ですよね。やった方が面白いと思った
もん。実の子どもが付き合わされている方が」。
暴動「子どもたちはアルバム聴いたの？」。
港「全部はまだ聴いてないですね。自分のところ
だけ」。
暴動「聴くたびに『風俗嬢』って何なんだろう、
何でお父さん『Shall We Sex』って歌ってん
だろうって思うんだろうね(笑)」。
――まだ聴かせたらいけないような…(笑)。
港「それもうちの教育ですからね(笑)」。
――アルバムはオリジナル曲とカヴァー曲が交互
に収録されていますが、どんなことを意識して決
められたんですか？
暴動「オリジナルで作りたい世界観の曲を考えた
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ときに6個くらいかなと思って。で、カヴァーは
『南部ダイバー』をやるというのは決まってたの
で、本人に他にカヴァーしたい曲を聞いて、カラ
オケボックスに行って。いろいろ歌ってくれたん
ですけど、本人が気持ち良さそうに歌っていた曲
と、聴いて面白い曲を絞っていきました。『ラン
ニング・ショット』と『君は1000％』は完全
に本人が楽しそうだなって。やっぱり好きな曲を
歌っているときは違うんですよ。あと1曲目が『俺
でいいのかい』というタイトルで、2曲目にゴス
ぺラーズの『ひとり』を持ってくると、そういう
意味の“俺でいいのかい”だったのか！ってなる
でしょ (笑)。「お前じゃダメだろう！」ってツッ
コミたくなる曲を2曲目で歌うっていうのは面白
いなと思って。『HOWEVER』も『壊れかけの
RADIO』もそうですけど(笑)」。
石鹸「僕は最初、曲順を見ずに聴いたんですよ。
そうするとね、“おぉ、これが来るか！”とか、
意外性をすごく感じたんですよ。だから、最後ま
でワクワクしながら聴けるんですよね」。
暴動「飽きないんだよね」。
――オリジナル曲はグループ魂のメンバーが関わ
っている中で、『東京午前3時』に限っては作詞
が大人計画の松尾スズキさんで、作曲が伊藤ヨタ
ロウさんですね。
暴動「記念だからみんな乗っかってくれるんじゃ
ないかなと思って。で、松尾さんにお願いしたら

『どんなのがいいの？』って言われたので、美輪
明宏さんの『人生の大根役者』とか『老女優は去
りゆく』のように、皆川君の人生を語っている歌
がいいなと思ってお願いしたら、すごいのが上が
ってきた(笑)」。
一同「アハハハハ！ (笑)」。
暴動「でも面白いからいいや！って(笑)。皆川
君のこと歌っているのは間違いないし。その歌詞
を見て、曲はヨタロウさんがいいだろうって思っ
て。フリージャズみたいになるとは思ってなかっ
たので、ちょっとビックリしましたけどね。でも
やっぱり、それも通して聴くと人生がそこに凝縮
されている。目が悪くて猫とコンビニ袋見間違
えるっていう歌詞とか、なんか哀しいよね(笑)。
夜中に吉野家行くとかって本当の話でしょ？」。
港「そうです、そうです」。
暴動「全部、松尾さんが知っている皆川君の話な
んです」。
港「焼肉食べた後に足りなくて牛丼食ったりとか。
目も悪いし」。
暴動「さっき皆既月食って言いましたけど、一番
ファジーなところをついている。たまたまなん
ですけど、『ふたりのSecond Party ～港カヲ
ルが神田沙也加に出会った～』という結婚式の2
次会の歌があって、その後に『東京午前3時』で、
最後に子守歌なんですよ。何かないかって彷徨っ
た後に牛丼食って家に帰ったら、子どもが『眠れ
ないよ』って言うから子守歌を歌ってたら、お父
さんが寝ちゃうっていう。一応、そういうストー
リーにもなってはいるんです」。
――なるほど！　すごくきれいな流れですね。
暴動「だからそこは変えないようにしようと。最
初に『俺でいいのかい』って言った割には結局モ
テないで家に帰ってきた(笑)」。
――カヲルさんは『東京午前3時』をどういう気
持ちで歌われているんですか？
港「ヨタロウさんの曲って、難しいんですよ。ど
うしたもんかな～と思ってたら、宮藤さんに『酒

港カヲル Solo Debut Album

『俺でいいのかい
 ～港カヲル、歌いすぎる～』

1.25 out!!



2017 JAN. © 2017 YUMEBANCHI Co.,Ltd. All rights reserved.text_黒石悦子

癖が悪かった時期のことを思い出して歌ったら？』
って言われたんです。そしたら、意外とすんなり
その気持ちになって歌えましたね」。
暴動「皆川君は昔、酒癖が悪かったんです。その
頃よく松尾さんにも絡んで迷惑をかけてたので、
それを見て多分松尾さんは詞を書いたんだろうな
と思って(笑)」。
石鹸「暴動さんも殴られたりしてましたもんね」。
暴動「その頃はね、舞台上でウケてなかったんで
すよ！　やっぱり今は舞台でウケてるから。酒癖
悪くなりようがないんです」。
港「すごく機嫌がいいですもん！」。
暴動「最近ホテルで部屋飲みしたときだって機嫌
良かったもんね。昔だったら2 ～ 3発ぶん殴ら
れてたよ。まぁ、ずっと全裸でしたけどね(笑)」。
――そのウケるようになったターニングポイント
はあったんですか？
港「分かんないですけど、太り始めてからってい
うのはあるかな～。それがいつなんだっていうの
は思い出せないんですけどね」。
暴動「急に太ったわけじゃないもんね」。
港「徐々にね。それは自分の中であるんじゃない
かなと思ってます。港カヲルというキャラクター
を始めたときは痩せていて、まだ年も30くらい
なのに無理してダンディーなイメージを作ってた
からね。でも実年齢が46歳に近付くにつれて気
持ちが楽になりましたよね。太ってるし。格好つ
ける必要がないみたいな」。
暴動「俺はそうは言ってないぞ！ (笑) まぁでも
気持ちは分かりますよ」。
石鹸「昔のインタビューで“スベリ芸が特徴の港
カヲル”っていう紹介をされているのを読んだこ
とがあるなぁ」。
暴動「たぶん松尾(スズキ)さんも、俺もそうな
んですけど、皆川君が確実に笑いをとるようにな
ってきたことにすごく頼もしいとか嬉しいと思う
反面、一抹の寂しさもあるんです(笑)。稽古場
で一番面白かった人が、お客さんにもウケるよう
になったからね。それこそギャグのオチを噛んで
もお客さんが笑うようになったんですよ。今、確
実に全部面白くて、伝わってるっていうのは、あ
る意味怖いことですよね。まあ、だからといって、
明日からウケなくなったら本当に困りますけど
(笑)」。
石鹸「難しいところだね、これは」。
――ライブでも何か言うたびに盛り上がりますも
んね。
暴動「アドリブが受けないと、スッと台本に戻し
たりすることもよくあるけど(笑)」。
一同「アハハハハ！ (笑)」。
港「やっぱりね、台本通りが一番ウケます！　こ
れは間違いない」。
暴動「でも台本って、それ以上の飛躍はないんで
すよ。そうなると、遅刻(G / 富澤タク)のこと
を意味もなくビンタしたりとか、偶発的なことを
呼ぶようになって(笑)。カヲルさんに(神が)降
りてきてるなって思うときがありますよね」。
石鹸「それで破壊さんとケンカしたりね。『俺が
ウケなかったらお前が拾えよ！』みたいなことを
破壊さんに言って」。
暴動「『お前最近調子よかったじゃねぇかよ！』『い
や、俺はスベるんだよ！』って言い合ってたもん
ね(笑)」。
一同「アハハハハ！ (笑)」。
暴動「でもそれだって10年前だもんね。最近は

ないもんな～」。
――宮藤さんは『Be my ライバル～カヲルが破
壊に噛み付いた～』は、そういう2人の関係性を
見て書かれたんですか？
暴動「いや、それはそうでもなくて。元々は、ク
リスタルキングの『大都会』みたいな曲を高い
声と低い声で作りたいなと思ったんです。“You 
are shock!!”みたいな。でも作ってる途中で
そのことを忘れちゃって、タイトルも『Be my 
ライバル』にしちゃって。あと、阿部君とのデュ
エット曲は一番魂っぽい曲にしたいなと思って、
三宅さんにお願いして。だからそんなに意識はし
てないというか、ライバルって言いながらそんな
にライバルの歌じゃないですしね。『俺はバータ
ーだ！』って言い切ってるし(笑)」。
石鹸「一方的な妬み、嫉み(笑)」。
暴動「でもこの歌入れのときに、ちゃんとオーダ
ーに応えられるようになったなって思いました。
ソロアルバムだから当たり前なんですけど。今ま
でもレコーディングにはたくさん参加してくれて
たんですけど、録音がいまいち得意じゃなかった
んですよ。今回、阿部君と歌っているときにうま
くなったなってすごく感じました」。
石鹸「本当に、安心して聴けるようになりました
よね」。
暴動「今までだったらできていないだろうなって
いうメロディーも、何回か聴いて覚えてやったり
ね。すごくレベルの低い話をしてますけど(笑)」。
石鹸「符割が合わなくて、20回くらい録り直し
たことあったよね」。
暴動「そうそう。何回歌ってもできないことが結
構あったんですけど、さすがにそれもなくなった
し。ライブでも、最近はよくモニターの音聴いて
るもんね。今までは『モニターに自分の声を返さ
ないでください』って言ってたもんね。『どうせ
聞かないから』って(笑)。今回、飛躍的に上達
してますよ。本当にソロアーティストになれるん
じゃないかなって」。
――本当に、アルバムはすごくカッコいいものに
なっていてビックリしました。それは宮藤さんの
プロデュース力が発揮されたというのもあります
よね。
暴動「いやいや、関わってくれた人たちみんなが
面白がってくれたんだと思います。あとは、“グ
ループ魂”に縛られずにやれたのは大きいですね。
半分はカヴァーだし、何やってもいいような気が
して(笑)。アイドルものを入れたりとか、アイ
デアがどんどん出てきたんですよ。本当はまだま
だやりたいことがあるんですけどね。ラップとか
演歌っぽい曲とか」。
――第2弾もあり得るということですね。
暴動「第1弾がうまくいったらですね(笑)。でも、
これがいくらうまくいったからってバイト君(大
道具 / 村杉蝉之介)のソロアルバムは絶対にない
ですから(笑)」。
一同「アハハハハ！ (笑)」。
暴動「『じゃあ、俺も！』って言い出したらどう
しよう…(笑)」。
――今回は、カヲルさんができると見込んでのリ
リースですね。
暴動「そうですね。阿部君はグループ魂で全曲歌
ってるから、ソロデビューっていったらカヲルさ
んしかいないだろうって思ってたので。次に繋が
るように先陣を切ってほしいですけどね。みんな
ソロが忙しくなったりして(笑)」。

――石鹸さんも来年の50歳を機に…(笑)。
石鹸「『男、腐りかけ』をいろんな人に詞を書い
ていただきましょうか(笑)」。
――グループ魂のオフィシャルfacebookでも、
大竹しのぶさんやりょうさんなど、本当に豪華な
方々がお祝いコメントを贈られていますし、盛り
上がっていますよね。
暴動「そうですよね。本人的には“俺でいいのか
い？”って本当に思ってたりするの？」。
港「そういう気持ちすらない！　最初はやっぱり
恐縮してたけど、なんかもう今は自分のことじゃ
ないみたい。スゴすぎて」。
石鹸「会ったことがない人からもコメントもらっ
てたもんね(笑)」。
港「なんか面白い現象が起きてるなって思います
よね。本当に皆さんには感謝してますけど、人ご
とみたいになっちゃってます。根が真面目だから、
めちゃくちゃプレッシャーに感じてくるのかなっ
て思ったけど、特にそういうわけでもなくて(笑)。
年取ったっていうことなのかな～。どんどん他人
事みたいになってますよ、本当に」。
――ソロライブもそんなにプレッシャーは感じて
いない、と。
港「今のところはね。年が明けたらいろんな面で
吐きそうになってるかもしれませんけどね。でも、
楽しんでできるんじゃないかなって思います」。
暴動「俺も多分、前ほどカヲルさんにリクエスト
しないと思うんですよね。なぜなら“港カヲルの
ソロ”だから関係ねぇや！って、どっかで思って
る(笑)。こんなことしてほしいという外枠は決
めますけど、大半は自由にやってもらうと思いま
す」。
――暴走し始めたら制止するくらいの感じです
か？
暴動「それもそんなにないかな～。あとは破壊さ
んの機嫌だけが心配…(笑)」。
一同「アハハハハ！ (笑)」。
石鹸「やっぱりそこだね(笑)」。
――では最後に、お1人ずつ大阪公演に向けての
意気込みをお願いします！
石鹸「大阪だけの催し物もあるので、大阪ならで
はのプレミア感があると思います！　楽しみにし
てください！」。
暴動「東京の司会は谷原章介さんで、大阪はレイ
ザーラモンRGさんっていう時点で、同じことを
やらないって宣言してるようなもんなので(笑)。
メンバーの稼働も大阪の方が多いので、通常のグ
ループ魂のライブより、さらに度が過ぎたものが
見られると思って来ていただければと思います」。
港「やっぱりね、魂のライブのときによく思うん
だけど、大阪の人ってね、人を乗せるのがすごく
うまいんですよ。それで調子に乗って膝から落ち
て怪我したりとか、いつも危険な状態になっちゃ
う(笑)。大阪ちょっと危ないですよね。だから、
殺さないで！って思っています(笑)。でも東京
やった後の大阪なので、すごく楽しみです。間違
いなく面白いものにします！」。
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