neko、焦燥と覚悟の表明
音楽集団・Tears of Todayの主宰者にして首謀者であるneko。
彼が、2016年に向け動き始めた。ニュー・アルバムの制作、
ワンマンライブの決定と、すでに幾つかのトピックは本格的
に進んでいるという。そこにはどんな意図があり、展望があ
るのだろうか。
「いつまで音楽を続けられるのか？」
。その焦
燥に向かい合って見えてきたもの、そして覚悟の第一声を。

「俺はいつまで音楽活動を続けていられるんだろう？」

-neko の Tears of Today の 2015 年 2015 年は TOT にとって復活の年だっ
た。
2014 年の正月、都心渋谷は O-WEST と
いう歴史あるライブハウスにて餅をつくと
いう謎のイベント以来、それらしいイベン
トは開催せず、１年近くの時が流れた。
同 年 12 月 に ア ル バ ム『Inhospitable
Manners』をリリースした後、2015 年 3
月、Tears of Today DUO にて GMY / 大凶
作 / et nu / neko の布陣で TOT イベント
は復活を遂げた。夏には「neko の夏休み」
と称して関東４カ所におけるツアーも行い、
これから活動を再開するという意思表示、
復活の狼煙をあげる期間になったと思う。
事実として、2016 年から neko 単体と
しても大きなフェスに出演したり、TOT と
してももっと大きなツアーやイベント活動
などが出来たらいいなと思っている。
でも、率直に俺の気持ちを語るとするな
ら、そんな 2015 年の 1 年間でずっと頭の
中にあったのは、
「焦り」だ。
【俺はいつまで音楽活動を続けていられる
んだろう？】
という、当たり前だけど現実的な問題。
皆はどう考えているのかな。
「音楽活動を
続けること」について。
例えば自分の好きなアーティストが突然
活動休止を宣言したとき、一体何故だと思
うかな。年齢の問題？ 活動に嫌気がさし
たから？ あとは、
「売れなくなった」から、
とかかな。
売れてなくても音楽は出来る。バイトし
ながらバンド頑張ってる人なんか山ほどい
るよ。そして、その姿や、メッセージに感
銘を受けて、ライブハウスに通って、そん
なバンドを心から応援する人も沢山いる。
実は、俺もそうで、neko での活動、TOT
としての活動で食えてるわけじゃないんだ。
他に作家としての作曲や、動画からアプリ
製作まで出来る事はなんでもこなして、こ
うやって生きてる。

自分の音楽や活動に共感してもらって、
CD を買ってくれたりライブに来てくれた
りする人達のことを、俺は大事に考えすぎ
る節があるらしく、よくイベンターやプラ
ンナーに「そこはもっとお金を取ろうよ」
と怒られる。当たり前だ、イベンターやプ
ランナーはそれでメシ食わなきゃいけない
わけだから、俺の言うペースでやってたっ
てメシの種にはならない、と怒るわけだ。
でも、だからといってそこで「売れてな
いから」
、
「少ない人数だけどもっとお金を
取って」
、
「活動を維持していく」としても、
そういう活動はいずれ収束すると思う。
このまま TOT としていつもと代わり映え
のしない事をやっていても、逆に TOT の
ためにならない。neko ファンをもっと増
やして、同時に TOT のファンになっても
らって、TOT に出演してくれる色々なアー
ティストの事も好きになってもらって、と
いうのが良いサイクルだと勝手に思ってる。
ある種、傲慢というか独りよがりというか、
偉そうだし、もっと皆を頼れよって自分で
も思うけど、こういう性格なんだ。勿論一
緒にやってるアーティストのことは皆大好
きだし、彼等に助けてもらってる。彼等そ
れぞれにいいファンがついてくれているか
ら、TOT はいいイベントになってるんだと
思ってる。でも、まず大きい事をするため
に自分が大きくならなきゃいけないってい
うロジックは間違ってないと思う。
だから、
「TOT を引っ張って行くのは
neko」という構図が変わらないのであれ
ば、自分自身にイベントを埋めるくらいの
パワーがなければこの先意味がない、と活
動を始めた当初からずっと思っていて。で、
じゃあどうすればファンが増えるのか？を
考えながら活動を５年ほどやってきたわけ
だけど、いつの間にか、当初自分が考えて
たイメージと釣り合いが取れなくなってき
ていた。もっと大きいバンドになっていな
きゃ駄目だったなって思うようになった。
まず、ドメスティックな TOT という環境
で neko ファンを増やすという事が困難な
のは分かりきっていた。でも同時に、例え

ばサマソニとかに出たとして、爆発的にファ
ンが増えるかといえばそうじゃない。なん
か名前知らない奴がいたね。おわり。それ
が現実だ。事実、メジャーアーティストは
一気に広告でその名を世に知らしめ、大き
いワンマンを何回も行い、アーティストの
ワールドを広げる手法が一般的だ。まあバ
ンドとなると少し違ってくるわけで、フェ
スなどでファンが付くにはアクの強いパ
フォーマンスとか、音楽性についてもオー
ディエンスのウケを真剣に考える事が必要
で、そういう力をつける場所はフェスでは
なく日々のライブだったり、いつも見に来
てくれるお客さん達のコミュニティの厳し
い目の中で、
「よかった」
、
「よくなかった」
と言ってもらえたりする事によって磨かれ
ていくということは、インディーズでバン
ドをやって学んだことだった。
それでやっと、俺の気持ちを前向きにさ
せるような、外に出ても良いかなと思え
たのが４枚目のアルバムを出してからの、
2015 年の neko バンドとしての音楽性、
表現力だった。このバンドなら相当かっこ
いいところまで行けると思えた。
個人的に音楽をやってきて大分経って、
仕事としていろんな音楽性の曲を作ってき
た中で、スキルも上がって、やりたかった
けどやれなかったような事が見えてきた。
それはいわゆる一般にウケるものではない
と思うけど、ぶっちゃけて言うと、別にそ
こは目指してなくて。俺は基本的に群れて
る大衆はクソだと思ってる人間だし、音楽、
しかもソロくらい俺の好きにやらしてくれ
と思ってるから別にいいかなって。
最近ツイッターとかでも言ったけど、俺
の音楽はそんな風に「俺が大好きな音楽」
をやってて、それを偶然好きな人達が応援
してくれてると思ってる。そんで、そんな
中でももっとかっこよくなってきたから、
「もっといるやろ、こういうの好きなやつ」
と思ってるし、それを探し出したいってい
う気持ちが強いんだ。
俺は、人の目を気にして自分を曲げる奴

は大成しないと思っている。じゃあ曲げな
ければ絶対に大成するのか、っていうとそ
うじゃないのも難しいんだけど。

る。それは自分のためでもあって、TOT の
ためでもあって、俺達の音楽を楽しみにし
てくれている皆のためでもあったらいいな
と思っている。
そのために、自分にとってはすごく新し
い試みとして「全く新しい、でも neko 節
のニューアルバムを全部バンドでレコー
ディングする」
、
「本格的な MV をバンドで
撮影する」という事をやることにした。

話は戻って、
「俺はいつまで音楽活動を続
けられるのか？」という問い。
自分への答えは「音楽はいつまでも出来
るけど、CD とかライブとかは、いつまで
もは出来ない。俺が１年本気でチャレンジ
して、何も出来なかったら、どこまでいっ
たってもう思い描いたようなことは出来な
-CAMPFIRE、新しいファンとの繋がりの形 いだろう」ということだった。
別に売れなくなっても音楽をやめようと
と言いながらも、その道のりは遠かった。
は思っていない。昔に言った事があるけど、 まずアルバムのレコーディングには、個人
ファンがひとりになっても、その人のため
にしては莫大な予算がかかる。スタジオの
に歌うことをやめる事はないと思う。俺自
ロックアップ。レコーディングエンジニア
身それが、好きだから。でも、一定数以上
の雇用費。そういったものを自分だけで賄
のファンベースがあって、CD やライブな
うとすると、月収を全部つぎ込んでも全然
どを精力的にやるような活動ははもう出来
足りないくらいお金がかかる。
ないんじゃないかな。仕事の合間にひっそ
バンドであれば人数分で折半したりする
り音源を作ってアップして、反応を見て楽
ものだが、俺の場合はソロなので、メンバー
しんだりする程度になりそうだと思ってる。
に演奏料を払ったりしなければならない。
何故なら、今まで何回も言ってきたけど、 潤沢な予算があれば別だけど、まずソロ活
CD を作ったり、MV を撮影したり、ライブ
動の作品をバンドサウンドでレコーディン
を１本打つだけでも、やっぱりお金がかか
グするのはとても難しかった。
るし、それに見合った売り上げがないと、
というのも、3rd の『croire』でフルバ
手伝ってくれた人や関わってくれた人に見
ンドレコーディングにチャレンジしてみて、
合った報酬が出せないし、迷惑がかかって
莫大な手間とお金がかかったのと、少ない
しまうから。俺はそれが凄く嫌だから。
バジェットから収録時間が足りずに曲数は
ライブに来てくれた皆のお陰で、今まで
少なくなってしまったこと、同様に時間の
特にトラブルもなくやってこれたし、アー
都合上最後まで「完璧だ」と思うサウンド
ティストの皆から TOT は本当に良いイベン
にはならなかったこと……色々なトラウマ
トだと言ってもらえてるし、バンドメンバー
が同時に生まれたからである。
も一緒にやりたいって言ってくれている。
だから 4th『Inhospitable Manners』で
でも……いつか人が集まらなくなって、 はドラムだけレコーディングに入り、ギター
イベントが打てなくて、そういう活動が出
はリアンプ、など最小限の構成に収めた。
来なくなるんじゃないかって。そういう日 「ずっとこれでいいんじゃねえか？」と思い
が突然きてもおかしくないなって。そうい
さえしたが、昔からバンドとしての成長を
う不安からくる精神的な消耗に今まで散々
望む俺としては、フルレコーディングへの
悩まされて、すごく疲れたし、実際にメ
夢にもう一度挑戦したいと思うことは辞め
ジャーに行って、自分の事だけ考えれば良
られなかった。
かった時は楽ではあって。ただ、その時は
自分の思い通りに事が運ばなさすぎて逆に
そこで、CAMPFIRE を始めた。
ストレスがあったりもしたんだけど。
CAMPFIRE は、２割の手数料がかかるも
だから、2016 年は勝負の年だと考えて
のの、最初に支援金という形でお金を募る

「いつも俺の近くで、または遠くから、ずっと応援し
てくれた、皆との繋がりだった」

事が出来るウェブサービスだ。作り手は制
作に入る前にバジェットが手に入って、そ
のかわり、支援者にはリターンとして製品
やサービスがあるというシステムだ。
実際の制作に入る前に、使える予算が手
元にあるっていうのは大変魅力的だった。
なぜなら、アルバムやノベルティーの売り
上げは蓋を開けてみるまでは未知数だし、
それで 200 万以上ものお金を使ってもし失
敗したら……きっと、目も当てられない事
になるだろうな。
そこで、この CAMPFIRE というシステム
を使って、アルバムの事前予約のような形
で皆から支援金を募って、何の不安も無く
制作が出来れば最高じゃないか、という考
えに至ったんだ。
最初は何人が支援してくれるか不安だっ
たが、初めてすぐに支援金は構想時点の目
標である 100 万円を超えた。ありがたい
事に、それからあれよあれよと支援の額は
200 万円を越え、執筆中の現在（12 月 1
日）
、支援金総額は 300 万円に迫ろうとし
てている。２割引かれるから 300 万集まっ
ても 240 万円だけど。２割って大きいよね。
話を戻すけど、正直、とても驚いた。あ
んなに心配していたリスクヘッジがいとも
簡単になされてしまったのだ。というか、
俺のアルバムにこんなに支援したいと集っ
てくれる人が居たんだ……と。普通にアル
バムを iTunes とかで買うのとは違って、
会員登録したり、ある種ハードルの高いこ
とを一緒にやってくれて、そしてメッセー
ジまで届けてくれた！
CAMPFIRE に、ファンでいてくれている
皆との新しい繋がりを感じた気がした。こ
こにいる人達には、真剣に純粋に俺の活動
を応援してくれる人しかいない。
「もっと
かっこいいの作ってください、応援してま
す！」という声の数々。堪えきれずに泣き
そうだった。
その時気付いた。これは新しい繋がりな
んかじゃなかったって。いつも俺の近くで、
または遠くから、ずっと応援してくれた、
皆との繋がりだった。いつもの、皆との繋

がりを、CAMPFIRE が新しく形にしてくれ
たんだと思った。
俺は今、いつにもなく気合いが入ってい
る。こうやって目に見える皆の期待を背負
いながら何かを作るのは初めてだからだ。
それはとても緊張する事でもあるし、同時
にやりがいしかないことだった。

伝えたいことがある。
今回のアルバムは、普通ではスケールの
掴めないものになる。
そう確信している。
よりシャープに。よりディープに。もう
準備は出来ていると思っている。
- ワンマンツアーについて -

-NEW ALBUM 制作開始 5th は俺の金字塔になる。
もう一度言うけど、もしかしたらそれは
皆が俺にやって欲しい音楽じゃないかもし
れない。メロコアをやってほしいなんて言
われるし、その気持ちは分かるよ。でも細
美武士の the HIATUS だってかっこいいし、
HYDE の VAMPS だってかっこいいんだし、
俺もやりたい事がやりたいのだ。
前述の通り、皆のおかげで資金面でも不
安がなくなり、自分のやりたい事を表現す
る力、またそれを叶えるバンドの演奏力が
ついてきたと実感している。だから、5th
は「俺が本当は何を表現したいのか」が見
えるようなものになると思っている。
欲求や不満や願い、希望と絶望。いつも
等身大の自分を表現しようとするんだけど、
年を増して、制作の回数を増していくにつ
れて、その等身大のサイズがひと回りずつ
大きくなっていくのを感じていて。それは
人生経験や音楽体験によるもの、または、
精神世界が広がっているのかもしれない。
もしも、その等身大が小さいものだった
ら、共感はしやすくても、逆に「ああ、こ
ういうことが言いたかったんだな」とか「コ
イツつまんない人間だな」で終わちゃうか
もしれない。だけど、その等身大が大き過
ぎて全体像が見えないものだとしたら？
上を見上げてみて感じた物が、下の方を見
てみると全く違う解釈なのかもしれないと
思えるような、深いものになる気がする。
それは、聴く人間による「体験」であり、
もはや「音楽を聴く」というだけではなく
なる。俺は、皆に俺という人間を「体験」
してほしい。そのくらい赤裸裸になっても

思えば、俺はずっとワンマンツアーを避
けてきたような気がする。
その理由のひとつは、TOT ツアーがあっ
たから。俺のライブは俺だけでは完結しな
い、他の色々な魅力的なアーティストと一
緒にやることで、
「俺達のイベント」になる
という、そういうカタルシスが好きなファ
ンがいるに違いないという、確信に近い思
いが俺を渦巻いていた。
まあ、分かりやすく言うと、TOT ツアー
やってるせいで、neko だけのライブじゃ
不足じゃんって思われるんじゃないかって
思ってるってことだよ！（笑）
実際、そういう部分もあると思うしね。
俺は対バン好きだし、イベントは対バンす
るもんだと思ってた。今までの曲作りも俺
の世界観を押し出すことを重視しながらも、
どんな対バンにも溶け込めるような後味の
いいロックを基本的には構築してきたよう
に思う。だからある種色んなバンドと調和
が取れて、イベントとして一体となって成
功させるような流れが TOT ツアーにはあっ
たから、neko 単体では弱いような印象を
持たれても不思議じゃないなと思っていた。
でも、最近になってそういう考えが変わっ
てきた。neko という世界観を前面に押し
出す方法でもかっこいい事が出来るんじゃ
ないかって。色々なバンドのワンマン演出
を見たりして色々感じたりして、考えが変
わって来たみたいでさ。またそれは、それ
だけ自分の精神世界を掘り下げて、演出し
たい自分が見えてきて、そのための道を見
つける事が出来つつあるからだと思う。
そういう訳で、一回自分のやりたい演出
で、自分を見せたくなったというのが正直

な気持ち。かっこつけたい、
とか自己顕示欲、
というのとはちょっと違って、穏やかなん
だけど、どちらかというと怒りに似た感情
な気がするな。そこに荘厳さとか、感動的
な要素が重なったらどうなるだろうか？と
いう、演出家の気持ちに近いかも。
今回のワンマンツアーで、自分の表現が
どれだけ広がっているのか実感したい。そ
れと、最近東京でしかライブしてないから、
他のところに久々に行くのが何より楽しみ
ではあるかな。
- これからの Tears of Today2016 年の活動で、今決まっているもの
としては、今まで話した通り、
「アルバム」
と「MusicVideo」
、
そして「ワンマンツアー」
だね。ソロは全てひとりでやること。スタッ
フとか手伝ってくれる人はもちろんいるけ
ど、だからって他のバンドの力を借りてや
るわけじゃないし、俺だけの力でどこまで
やれるのか、ある種の賭けみたいなものだ
と思ってる。音楽活動を続けてきたけど、
実はそれは今までやった事がないから余計
にそう感じるのかもしれないね。
でも俺は、ひとりで活動することによっ
て個として大きくなりたいと思ってるし、
もっと TOT の外に出て行きたい。色んなイ
ベントに出てみたいし、そこでどれだけ自
分がやれるのか試したいなって思ってる。
アルバムや MV に関しては、
皆の力を頼っ
てごめん。でも、本当にありがとう。皆と
同じ物が追えている気がして、とても嬉し
かった。
だけど、考えてみると、ソロで大きくな
りたいという欲求の行き着く先は、TOT に
それを持ち帰るという目的なんだよなって。
自分が作り上げた場所だとはいえ、あんな
に皆が幸せになれて仲良くなれて、皆それ
ぞれが格好よく輝ける場所は、俺にとって
他にはないから。これからも自分のルーツ
はそこに置き続けるし、ホームだ。自分が
もっとリーダーシップを取って皆と一緒に

もっと楽しい場所にしていきたいんだ。だ
から俺は率先して走ろうと決めた。
TOT は、皆にとって「帰る場所」になっ
ていったら良いなって思う。全てがここか
ら始まって、また帰ってくる。
俺はここをそういう場所にしたいんだ。
今までのモードはあくまでも「インター
ネットを活躍の場にしているけど、かっこ
いい生の音を皆に届けたい」っていう場所
だった。それは今でも変わらないし、間違っ
てるわけじゃないと思う。でも、今はそん
なインターネットベースのバンドが大勢い
て、ライブを率先してやって、お客さんを
集めてっていうことが当たり前になってる。
それは素晴らしい事だし、俺も応援したい。
でも、だからって「TOT はもう古いし人も
居ないしつまんないね」ってことには絶対
にしたくないんだよ。
それこそ消費社会の悪いサイクルに見え
てくる。悪いって言ってる訳じゃないよ。
でもさ、最近新曲に飽きたりするのが早い
と思わない？ 供給が過多なんだ。毎日の
ように格好いい新曲が現れて、ライブをや
るバンドがいる、そんなペースで音楽を聞
いてたらそうなるに決まってるじゃないか。
でも、TOT には思い出が詰まってる。バ
ンドもそうだし、来てくれたファンの皆。
あの時あの時間にやった曲。ひとり一人の
思いが詰まってる。そんな場所を、
バンドを、
曲を、風化させることはしちゃいけない気
がするんだ。思い出にする分には良いんだ
ろうけど、何もかも諦めるにはまだ早いん
じゃないかって。
だから俺は死に物狂いで頑張ろうと思う。
やれる事を、少しずつ。俺にとって、本当
に必要な物は何かを、少しずつ見つけつつ
あるから。それは、
音楽であって、
人間であっ
て、夢だ。
俺は、TOT だ。
TOT は、俺だ。

第１回 VS. アツキ
neko ／ TOT 社 長。 通 称 ね
こさむ。楽しいことが大好
き。枝豆を吸い出す姿も実
に社長的である。

アツキ／いつの間にか TOT
運営にぬるっと参加してい
るナイスガイ。その正体が
ついに明らかになる！

neko「カンパーーーーイウェーーーイ」
アツキ「カンパーーーーイウェッヘッヘ」
neko「あーうめえ。ビールうめえ。すっげ
えうめえ」
アツキ「neko さん。何を飲んでるんです
か？」
neko「生でーーーーす」
アツキ「生でーーすウェーーーーーイ」
neko「アホだアホだ（笑）
」
アツキ「アホだね（笑）
」
neko「これでもう３０秒すでに収録してい
るというね」
アツキ「恐ろしいね（笑）まあ自己紹介を

しよう」
neko「じゃあアツキから」
アツキ「俺から？ えー ... アツキでーす。
お酒が好きでーす」
neko「ウェーーーイ僕も好きーーー」
◆ちゃんとしましょう！ えっと、アツキ
さんは普段は何をしてる人なんですか？
アツキ「普段はお酒を飲んでますね」
neko「ウェーーーーイ！」
アツキ「何も伝わんねー（笑）
」
neko「情報が入ってこねぇ」
アツキ
「えー普段は、
neko さんの友達をやっ
ています」

撮影・聞き手／かのん

neko「やったぜー数少ない一友人〜」
アツキ「
（爆笑）数少ない〜！」
neko「マジ飲み仲間としては唯一かもしん
ない」
アツキ「周りが飲まないからね」

◆じゃあ、飲み友達ということで。では、
neko さん。
neko「ハイ、neko でーす。普段は寝てまー
す」

◆あぁ、はい、うん。
neko「あぁきた！ 枝豆きた！ ありがと
うございます！」
アツキ
「neko さんの自己紹介を遮る枝豆が」

neko「結構しっかり入ってんじゃん」
アツキ「今日は二人で居酒屋に来ていまー
す」
neko「今日は二人で居酒屋に来ていまーす。
酷いでーす」
アツキ「まぁね、二人でゆっくり話す事も
そんなにないから」
neko「うん、ないね」
アツキ「普段遊んでたとしても、現在進行
形の話しかしないから。今日は折角なので
過去バナというか。皆も知りたいんじゃな
いかと。あの二人ってなんなんだ？って」
neko「そうそう。途中からアツキ出て来た
くね？みたいな」
アツキ「そうなんだよね（笑）
。皆からした
ら“誰だよ？”っていう」
neko「コイツ誰だよ？みたいな」
アツキ「当たり前のようにいるけどさ」
neko「今となってはね」
アツキ「そんな俺らが、なぜ色々やってい
るのか、歴史を……歴史を振り返って」
。
◆なんで二度言ったんですか（笑）
neko「いっつもさ、生放送とかすると、他
人行儀になるというか。真面目に“アツキ
くんはこういう感じの人なんでよろしくね”
とか言うんですけど。今日のこの場はもう
そんなんじゃないんで」
アツキ「もうプライベートです」
neko「プライベートなんで今まで言わな
かった事もバンバン言っていこうと思いま
す」
アツキ「じゃあまず出会いから」
neko「出会いから。出会いか……（苦笑）
」
アツキ「僕らは大阪府で。大阪府大阪市で」
◆東京ではなく？
neko「そう実はね、そうなんですよ」
アツキ「東京じゃないんです」
アツキ「大阪で出会って。まあお互い学生
でしたね。ガチな」

◆それ何年前なんですか？
neko「2008 年くらい？ ハタチのときく
らい？」
アツキ「あっと年齢が！ ま、年齢は公表
してるからいいや（笑）
」
neko「俺も公表してるから…って話してる
間にメニューがどんどん来るっていう。つ
うか、ちっちゃくねえか玉子？」
アツキ「
（笑）
。思い起こせば、まぁ７年、
８年ぐらいになっちゃうんですけど」
neko「そうよ」
アツキ「あの頃は僕が、専門学校が音楽系

だったんですよ」
neko「専門学校学生だったんですね、アツ
キさんは」
アツキ「まぁそこで音楽の勉強をしていた
んですけど。そのときに、neko さんを。
neko さんじゃない頃ですね」
neko「neko さんじゃなかった頃だね」
アツキ「neko さんの中の人にですね」
neko「バンドをやってたんですよ。大阪で」
アツキ「で、そのバンドのメンバーが、俺
と学校が一緒で」

◆そういうスタートなんだ。
neko「俺は専門学校じゃなかったから、そ
の専門学校の奴とバンドを組んだんですけ
ど、そんときに“アツキっていう奴がいる
から”みたいな感じで。アツキはそんとき
イベンターをやってて」
アツキ「そういう学科だったんで」
neko「イベンター学科みたいなやつ」
アツキ「そうそうそう。イベント作りの勉
強をしていて、もうその頃からライブハウ
スでも働いてて。だから昔は学生やりなが
らライブハウスでイベント組んだりしてい
て、
じゃあ“君たち出てよ”っていう流れで」
neko「ライブに出たんですよ。まあそれ以
前にアツキがね、ニコニコ動画を見てたん
ですよ」
アツキ「それもまた奇跡に近い」
◆その頃すでに neko さんは歌い手をやっ
てたんですか？
neko「やってたやってた」
アツキ「うん。俺のマイリスだった（笑）
。
僕は今でもそうだけど、動画をアップした
りとかはしてなくて。今でこそ多いけど、
その頃、本当にニコニコ動画の人は周りに
一人もいなくて、neko が初なんじゃない
かっていうくらいで。その頃は彼が neko
だって事は知らなかったんだけど。で、共
通の知り合いのメンバーに“ニコニコ動画
好きなんだ”
って話をしてたら、
そいつが
“ウ
チのボーカル、ニコニコ動画やってるぞ”っ
て」
neko「
（笑）
」
アツキ「で、
“誰？なんて名前でやってる
の？”って聞いたら“neko”って。そんで
ライブハウスの階段で“ねぇねぇ !? お前
neko なの？！”ってビックリして。んで見
てよってマイリスを見せて！ その頃はね、
ガラケーでなんとか見せたんだよ。スマホ
なかったから（笑）
」
neko「なかったなかった。完全にガラケー。

パカパカのやつ。
」
アツキ「
（時の流れが）凄い凄い（笑）パカ
パカのやつ。スマホなかったから」
neko「パカパカのやつで俺のマイリスト見
せられた。俺のメッチャ入ってんじゃん！
みたいな。
」
アツキ「すごい好きだったんだよね。で、
彼が CRAVATE という名前のバンドをやっ
ていて。俺が作ったイベントに出てもらっ
てたことがあって。もうそりゃお客さんい
なくて。だんだん付いては来てたんだけど
今に比べてしまうともう」
neko「最低０人だからね。お客０人」
アツキ「そういう時があったんで。まぁ若
かったんで、どうやってお客さん呼んでい
いかも分からなくて。
（neko の）大変な時
期を知ってるわけです。友人歴が一番長い
部類に入るかもしれない」
neko「アツキがいまだに言うのが、俺が
バンドやってるときに全然打ち上げに出な
いっていう」
アツキ「そうだったね〜」
neko「俺は嫌いだったんですよね、打ち上
げが。なんでそんな、その日初めて会った
先輩みたいな人に、敬語きいて、パンチ見
せなきゃいけないんだっていう」
アツキ
「そう。当時の流行りはパンチだった」
◆パンチってなんですか？
neko「まぁ飲めみたいな」
アツキ「そうそう、とにかく飲まされる」
neko「プラスなんか面白いことしろみたい
な風潮があったんですよ。それこそ当時の
広島のバンドとかはメンバー間でフェ◯チ
オをしあうとかね」
アツキ「
（爆笑）
」

◆……。
アツキ「中国地方はそういうパンチ多いん
だ」
neko「シモ系なパンチが非常に多かった」
アツキ「大阪で一番味わったパンチは“こ
れお前食べれる？”っていう。マンガとか
映像だとモザイクかかっちゃうような物が
スッと自分の前に出て来て、
“うわぁ！ お
いしそうですねえ！ いただきまーす！”っ
て。食った後に“これなんだったんです
か？”って聞いたら、隣のテーブルの残っ
てたやつ、って」
◆それはさすがに嘘でしょ！（笑）
neko「いやホントにそんな感じだったんだ
よね」
アツキ「当時の彼がそんなことやるわけな

「アツキが今でも言うのは、
“俺のイベントではこう
ちゃんは絶対打ち上げに来る、それがめっちゃ嬉し
くてー”って」
（neko）

いんですよ」
neko「真面目だったんで。僕は学校もある
んで帰りますーみたいな」
アツキ「俺も学校あるわ！って思ってた。
当時は」
neko「マジですぐ帰る！ライブ終わったら
お疲れっすって感じで。俺はもうその場に
居たくなかったから」
アツキ「今では考えられないけどね（笑）
。
まあ気持ちは分かる。俺は立場上出るしか
なかったけど」
neko「まあ当時ノルマとか払ってライブ出
てたから、打ち上げに金払って出るのもし
んどいんですよ単純に」
アツキ「わかる」
neko「皆借金とかしてまで打ち上げに出る
意味がわからなかった」
アツキ「まあ借金してましたねえ」
neko「そんな中でアツキが今でも言うのは、
“俺のイベントではこうちゃんは絶対打ち上
げに来る、
それがめっちゃ嬉しくてー”って」
アツキ「うん、素直な気持ちを普通に言っ
てた（笑）
。当時から」
。
◆今、ナチュラルに本名でましたけど（笑）
アツキ「彼は当時“こうちゃん”だったか
ら（笑）
」
neko「こうちゃんなんですよねー」
アツキ「こうちゃん全然打ち上げでなかっ
たんだけど、俺のイベントには出てくれて
たから。俺のイベントでパンチ見せるのは
自分だけだったんで、皆はそれを視聴すれ
ばいいっていう」
neko「そうそう。あとね、アツキのパンチ
はねえ、比較的平和なんですよ」
アツキ「視聴型です」

neko「そうそう、皆が笑えるし、誰も損は
しないみたいな。アツキの翌日の体力がヤ
バイとかそれだけの話で（笑）
」
アツキ「大体熱でる」
neko「大阪でライブしたのに翌日名古屋に
いたとか」
アツキ「あるある。愛知県にいた。名古屋
さえも飛び越えて」
アツキ「拉致された（笑）
。今でこそ neko
との対バンして、当時も対バンしてた愛知
の MISTY というバンドがありまして、
“面
白いからアツキを連れて帰ろう”って。
んで酔っぱらった俺を本当に連れて帰っ
ちゃって。で、フッと目を覚ますと“どこ
だここ？”って思って。車の中で目覚めて、
メチャ寒い。んでケータイで調べたら“こ
こは愛知県”って（笑）
。まあ、そういうこ
とばっかでしたね、当時は」
neko「若かったからね」
アツキ「若い。体力もあったし、病気して
もすぐ直るし。その拉致された日も俺打ち
上げ出てたから。そういう理不尽なことも
多かったわけですよ。今でこそ“楽しいイ
ベントをやろう”みたいな事を言ってるけ
どさ、そういう過去があったからかもしれ
ない」
neko「そっからね、俺がバンドをやめて、
次にアツキに会うまで結構時間が経つんで
すよ」
アツキ「そうだね。22 歳くらいで、僕も
ライブハウスに就職するから地元に帰るっ
て。んで引っ越すタイミングで、neko こ
とこうちゃんがいた CRAVATE が解散ライ
ブをして」
neko「これからは neko 主体でやるわつっ
て。neko で大阪野音とかいかついイベン
トにも出てた」
アツキ「俺は勿論（イベントに）行きたい
んだけど、なんか不可侵じゃないけど行か
なくて。あれは、こうちゃんの neko とし
ての活動だから、ノータッチじゃないけど、
見守るというか、普通に好きでいよう、っ
て感じで。バンドの方は応援しようと思っ
てたけど、それが終わるっていう風になっ

て、
“じゃあこれっきりかな”ってなってる
ときに、neko が活発化したんだよね」
neko「TOT を立ち上げた年だね。ソロ
でやろうってなったときに、CD をだすか
ら、Tears of Today っていうレーベルを
立ち上げて、やろうってなって。その前に
も Lunetia とか色々やってたんだけど、こ
れにはアツキとは絡んでなくて。Tears of
Today Tour の初めてのやつを 2011 年に
やったんだけど、それにアツキが来たんで
すよ。夏の一本目じゃなくて、vol.2 の方
にきた」
アツキ「そう。これがまた面白いんだけど、
地元に帰ったときに、地元の就職したライ
ブハウスが一瞬で潰れ散らかして。で、年
末にはもういきなり東京に移ってしまって
た。だから一年も地元にいなくて、数ヶ月
で……（コトッ）……今きゅうり落とした
ね？（笑） 俺が熱い話をしているときに君
はきゅうりを落とした」
neko「思ったよりね、割り箸のカットが荒
いんだよ」
アツキ「
（爆笑）
。なんだっけ？」

◆アツキさんが上京するっていう話です。
アツキ
「neko に上京する連絡はしたんだよ。
そしたら neko が東京でイベントやるんだ
よって。俺からしたら、お前にイベントで
きんのかよ？って（笑）
」
neko「やったことねえだろっていうね」
アツキ「まあ実際そうだったんだよ」
◆ neko さんはいつ東京に出て来たの？
neko「あの時はまだ大阪からめっちゃ車で
通ってましたから、東京に。本当にねえ、
大変でしたよ。三回死にかけてますからね。
俺。大阪から出てくるのは、俺とドラムの
ゴブリエルさんしかいないんですけど、運
転するのが、ゴブさん免許ないから俺だけ
なんですよ。だから地獄みたいなスケジュー
ルで運転して」
アツキ「あの頃は大変だったね」
◆ neko さんは大阪にいたのに、東京でイ
ベントやるっていうのはアツキさんにとっ
ては意外だったんじゃないですか？
アツキ「そう、ビックリしちゃって。東京

「ソールドアウトで一人も入れないって言われて！
ビックリだよ。最高で10人ちょっとしか呼んでな
かったアイツが！って」
（アツキ）

でイベントやる難しさっていうのは知って
たから。埋まるの !? って。TOT のメンツ
を見ると、知ってる人も結構いたけど。そ
の話をしたのが春で、時は流れて夏になり」
neko「そうそう」
アツキ「夏になって、そういえば来週 neko
がやろうとしてる……当時は俺のケータイ
にはまだ“こうちゃん”って登録されてた
んだけど」
neko「え、今は neko なの？」
アツキ「今は neko になってる」
neko「変えたの !?（笑）
」
アツキ「変わったのいつだろ？」
neko「それ気になる俺も（笑）
。いつの段
階で変えたの？」
アツキ「気付いたら“ねこさむ”になってた」
neko「
（爆笑）
」
アツキ「多分ね、ガラケーからスマホに移
すときに過去を清算したくて」
neko「あー」
◆で、夏になって、neko さんのイベント
が翌週というタイミングなわけですが。
アツキ「そうそう。渋谷のやつ見に行って
いいかい？って聞いたら、ソールドアウト
で一人も入れないって言われて！ ビック
リだよ。最高で 10 人ちょっとしか呼んで
なかったアイツが！って」
neko「もうちょい呼んだ時もあったよ！
（笑）
」
アツキ「もうちょっと呼んでた時もあった
かもしれないけど（笑）
。だから、変な話を
すれば、面倒みてたってほどじゃないけど、
俺のイベントに呼んでた頃なんて、
“これか
ら人気になるといいね”とか言ってた奴が、
一年も経たずにとんでもない大人気になっ
てたわけです。だから、俺が初めて TOT を
見に行ったのは、その次の 2011 年冬だっ
け？」
neko「そう、11 の方だと思う。vol2 の、
ERA でしょ？」
アツキ「ERA。下北沢で。またそれもパン
パンで。ホールの中で見たのは 20 秒くら
い。もう入れなかったホントに。今頃こん
な風にライブハウス埋めれるイベントって

あるんだって、ライブハウスにいた俺が思っ
ちゃった。あれはビックリだったな。んで、
ここじゃ見れないから上来なよって、ちょっ
としたモニタールームみたいなのがあって。
久しぶりにこうちゃんの歌をモニター越し
ながら聞いて、すごいなと」
neko「そこから、アツキが TOT に絡んで
くるようになるんですけ」
アツキ「その日にいきなり打ち上げにこい
よって誘われて。その打ち上げで、隣とか
にゆっぺ君とかがいたのかな」
neko「いたね。焼き肉屋さんかなんかで」
アツキ「まあなんか打ち上げをやったんだ
よ。居酒屋というか焼き肉屋というか、そ
ういう感じの場所で。んで、打ち上げで結
構俺は飲んで。今でこそ、TOT の打ち上げ
はオリンピックなんて言われてるけど、当
時は誰も飲んでなかった。嗜むくらいだっ
た。で、2012 年になると、今度は何があっ
たっけ？」
neko「新宿 LOFT。あれはなかなかしん
どかった。500 キャパはなかなか埋ま
らんかった。でも、その年の暮れにもう
O-EAST やってるから。1000 人が埋まっ
たのは嬉しかった！」
アツキ「壮観でしたよ」
neko「うん、凄かったな。確かそれからア
ツキに話を振ったんだよね。この次の年に
TOT Party! をやる、ってなった時にイベン
トをしたんですけど、なぜかアツキを MC
かなんかで起用した」
アツキ「そう、その理由もまた面白くて。
俺が上京した瞬間に何故か声優になったっ
ていう」
。
◆まったく意味がわかりませんけど（笑）
neko「これはまたね、掘り下げるとめんど
くさくなる（笑）
」
アツキ「めんどくさくなるんだけど掘り下
げると（笑）
、東京に引っ越して来たのは
いいんだけど、特に夢とかなくて。当時の
俺はバンドマンの友達とルームシェアをし
てたんだけど、
“お前そろそろ何かやった
ら？”っていう風に言われて、
“何やったら
良いと思う？”って聞いたら、
“アムロのモ

ノマネが上手だから声優になれ”って。何
その理由って思ったんだけど（笑）
」
neko「アムロのモノマネで当時売ってたか
らね（笑）
」
アツキ「じゃあオーディション受けてみる
わって。んで 30 件くらいオーディション
をピックアップして。インターネットで調
べたら、オーディションなんてすごくたく
さんあって。あいうえお順で受けていけば
いいやって行った一件目で受かったってい
う（笑）
」
neko「俺タレントになるわみたいな（笑）
。
は？っていう。その時に、その事務所かな
んかが撮った写真があって。アムロのコス
プレをして敬礼しているアツキくんなんだ
ど、それがもう面白くて。そのアムロで是
非 MC をしてくれって」
アツキ「本当にやったからね（笑）
」
neko「TOT party! のホームページにアム
ロアツキをおもむろにアップして、アツキ
くんが MC をします！って書いて、
“誰だこ
いつ !?”っていう」
◆アツキさんが TOT に関わったのはそれが
初めて？
neko「あれが初めてだよね」
アツキ「リアルに関わったのはそれが初め
て。もうその頃になると何人かは顔見知り
になってましたね」
neko「当時、アツキくんはすごく neko バ
ンドに怪しまれていた」
アツキ「そりゃそうだよ（爆笑）
」
neko「いやちょっと面白い話をしたくなっ
たんで言うけど、
“誰だよコイツ？”みたい
な。
“アイツ信用できんの？”みたいな（笑）
。
基本的に人を信用できない人達が集まって

るから（笑）
。大丈夫大丈夫。友達友達って」

neko「認知されてたんだ？」

だけじゃダメだ！って。その音楽が、コピ

アツキ「俺も緊張してて、ニコニコ動画の
イベントってわからなかったし。いまだに
覚えてる」
neko「そっから何故かヌルヌルと運営陣の
方に入っていく」
アツキ「そうなんだよね」
neko「今でこそ KABUKIMONO をやって
いるけど、当時はバンドとかをやってない
から」
アツキ「その頃はバンドマンなんかじゃな
くて。本当に声優の養成所に通ってたし」
neko「ガッツリタレント人生を歩んでた」
アツキ「そうそう、CM とか出てた。映画
も出た。謎だよね。ともかく、TOT の規模
が大きくなるにつれて、人手不足になるん
ですよ」
neko「だんだんね、回らなくなるのよ。俺

アツキ「認知されてたのかなその頃には。
やっぱすごいな TOT は！って圧倒された」
neko「ありがとう TOT ！」
アツキ「そうそう、その感じ！ ありがと
う TOT（笑）
」
neko「これからもよろしく TOT ！」
アツキ「癒着してる感じ（笑）
」
neko「もう癒着ズルズルでしょ」
アツキ「その時にアツゥ、アツゥ、言われ
だして。それで、AX ですよ。もう AX なん
ていったら超大忙しで。neko もルシュカ
もライブをしなきゃいけないし、１号、ア
ツキ、その他バイトスタッフで走り回って」
neko「てんやわんやだ？」
アツキ「俺一人で 1000 人分のチケットを
確認して（笑）
」
neko「あれ、もぎり一人しかいなかったっ

バンで、しかも、アツキがギターを弾いて」
アツキ「ふへへへへ（笑）
」
neko「スタッフ 1 号がドラムを叩いて、ル
シュカがベースを弾くという、わやくちゃ
なやつ」
アツキ「俺は歌しかやったことなかったか
ら、ベースでルート弾きならなんとかって
思ってたら、ルシュカさんの“わたしベー
スがいい”っていう鶴の一声が（笑）
」
neko「まさかの（笑）
」
アツキ「そういえばルシュカさん前にベー
ス練習してたな……って。じゃあ今回は見
守ろうかなって思ってたんだけど、そのま
まギターになりまして」
neko「いっさい弾けないのにね」
アツキ「ギターを持ってはいたから、2 週
間ちょっとガチで練習して」

だけでは回らねえってなったときに、その
TOT party! を打診してくれたスタッフ一
号っていう人と、アツキを呼べばなんとか
回るんじゃねえかってなって。あとルシュ
カとね。４人合わせてチーム TOT みたい
なね。チームバチスタみたいな。それから
アツキがスタッフにいることが当たり前に
なっていったんですよ」
アツキ「多分、皆からしたら突然出て来た
んだよ俺。本当に」
neko「だから、アツキの何故出てきたのか
これを読めばわかる（笑）
」
アツキ
「わかるね
（笑）
。めっちゃ昔から色々
やってたんだぜっていう」
neko「ラジオやってアツキの存在が浸透し
ていって。AX でイベントをやろうという
ことになって」
アツキ「そうそうそう」
neko「でね、AX で何故かアツゥって呼ば
れ始めた」
アツキ「その頃は、バンドってよりは単に
久々に歌いたくなってしまって。声優やっ
てた繋がりで、何故かアニソンを歌うイベ
ントにブッキングをされて。バンドライブ
にしたいんだけどっていう風に言われたか
ら、じゃあバンド集めようっていって。そ
れこそ今でも KABUKIMONO でベースを弾
いてる aki、まぁ米マックスっていう名前な
んだけど、
その当時 aki も上京してきて。で、
そのバンドでライブの時に TOT のお客さん
がめっちゃ来たんだよ、その頃から。なん
でこんなに来るんだって思って。こんなに
取り置き来たことないぞ！って（笑）
。30
人も TOT 勢が来たぞ！と」

け？」
アツキ「もぎりゾーンの前に『整理番号順
で…』ってのがあって！」
neko「あの時、Gero とかも出てたじゃん、
だから TOT もあんま知らない、勿論アツキ
なんか知らない人めっちゃ来てたから。そ
れでなんだこいつみたいな？」
アツキ「そう、そんな空気にもなったんだ
けど、俺がゲートをバーンて開けて“今か
ら整列を行いまーーす！”って言った時に
ね、TOT 勢が、ライブかよ！ってくらい
盛り上がってくれて。率先して整列してく
れた。こいつらカッコイイぞ！って感動し
ちゃって。俺なんてただのスタッフなのに
謎の歓声もあって。お客さんがあったかい
んだよ！」
neko「それは結構言ってもらえる。本当に
嬉しい」
アツキ「本当に。誰がみてもそう思うだろ
うし、率先して並んでくれたから全てのお
客さんが綺麗に並んでくれて、奇跡のよう
なスムーズな入場ができたんです。たぶん
一生忘れないな」
◆ AX は大きな節目のイベントになりまし
たね。それ以降の動きもここで整理してお
きたいんですけど。
アツキ「そんな AX も大盛況に終わり、
neko さんもメジャーデビューして」
neko「その次の年からちょっと（イベント
を）打てなくなって」
アツキ「ちょっと忙しくて。その間も色ん
なことを水面下で……」
neko「正月に……O-WEST でまさかの餅つ
きイベントを。ただ、餅ついてゲームやる

◆約１年の空白ですね。
アツキ「で、久しぶりの TOT だということ
で、2015 年に DUO で」
neko
「あの時は大凶作、
et nu も出たし、
ゆっ
ぺの新バンドの GMY も呼んで」
アツキ「すごく盛り上がって、夏には『ね
こなつ（neko の夏休み）
』というイベント
もやったね。 この『ねこなつ』こそ今日の
冒頭の昔話じゃないけど、懐かしいことを
やろう！っていうイベントでさ」
neko「インディーズバンドのツアーみたい
な」
neko「TOT が初ライブのバンドも結構い
たよね。KABUKIMONO もそうじゃん？
違う？」
アツキ「不安だから 1 回やっとけって、ま

◆（ここで座敷のふすまが突然外れてアツ
キを襲う）
neko「
（爆笑）ガゴーン !! アツキに攻撃
表示 !!」
アツキ「
（爆笑）
。そう ELLEGARDEN を何
曲か演ったんだよ。んで、その時は amu さ
んと、しろくろさんと、てんちゃんがゲス
トでそれぞれ曲があって」
neko「ロードオブメジャーとか演った
なぁ！」
アツキ「リハで amu さんが来てくれた時
に“え、本当にこれ（こんな演奏）でライ
ブをするの !?”って（笑）
」
neko「至極当然の意見だよ。だって F 弾か
なきゃいけないところでアツキが普通に C
とか弾いてるから。自信満々に。そんなこ
ともありましたね。それから期間がメッチャ
空くんだよね」

ず池袋でビジュアル系と対バンしてきまし

生とかでもさ、お疲れ様でしたー！って終

た（笑）
」
neko「めっちゃ笑った」
アツキ「そこで手応えがあったので（笑）
よし、ねこなつ行けるぞ！ってことで、最
後に neko バンドと DPN と一緒にスリーマ
ンやって、盛り上がってすごく楽しかった。
つうか昔話をしているうちに 50 分経ちま
したけども」

わって、実は配信が切れてなくてさ、
“ハァ、
ハァ”って始めちゃうみたいなヤツさ、絶
対伸びるじゃん？ やっぱ、面白いじゃん！
そういうの大事だと思うんだよ」
アツキ「ノリのスタイルとしてね（笑）
。実
際するわけじゃないよね？」
neko「実際は、しないよ（笑）
」
アツキ「誰も得しないよね（笑）
。いや、す
るヤツいるのかもしれないけど！」
neko「いるのかな（笑）
」
アツキ「まぁいろんな場所にも行こうかな
と」
neko「ロケ行ったり、遊園地とか。ハイキ
ングに行って、しろくろさんの心臓をブチ
壊す！とか。この雑誌の編集がね、100 キ
ロ歩こうとかね。バカじゃねえのかと（笑）
」
アツキ「みんなで 100 キロ歩いてください

るかはわかりませんが、なるでしょう（笑）
」

みたいな」
neko「平気で持ってくるからね」
アツキ
「なるべく実現したいけどね
（笑）
。
“こ
んなことやってほしい”とかを！」
neko「今の時代メールやツイッターあるか
ら」
アツキ「Scrap! でこんなことをやってほし
いとか意見があれば」

◆壮大なストーリーですね。
neko「1 時間の予定なのに」
◆では、これからの TOT がどうなるかとい
う話も聞いておきたいです。
neko
「これからの話かー。フリーペーパー！
やります！」
アツキ「フリーペーパーということで、タ
イトルは皆さん表紙を見たと思うんですが」
neko「
『Scrap!』！ 本当にこの名前にな

◆このタイトルの意味は？
neko「かっこいいから！ あと、言いやす
いから」
アツキ
「最初は
『CanCam』
みたいにしようっ
て」
neko「
『JJ』とか『anan』みたいに、
『ティー
ティー』とか（笑）
」
アツキ「ティーティーとか、なんやねん
（笑）ってなって、じゃあもう『スクラップ
帳』みたいでいいんじゃない？つって。 全
然変わってたら笑っちゃうんだけど」
neko「なんとかマガジン！って全然関係な
い名前になったら面白いけど。今後この誌
面については、月イチで 2016 年度は 1 月
から 12 月までバンバンアップして皆さん
を楽しませたいなと！」
アツキ「雑誌のインタビューとかだとカッ
コつけたりしちゃうから」
neko「まぁアホなことをやりたいと。これ
はテスト号で 12 月に出そうと思うんです
けど、まぁバカなことをもうちょい喋りた
いと。絶対に普段言わないようなことをみ
んなに知ってもらうことによって、なんだ
この雑誌は！なんだこの団体は！と（笑）
」
アツキ「ギャップを知ってもらいたい」
neko「あれだよね、ライブをしてるけど、
カッコいいところを見られつつ、実は自分
の寝室でオナニーもしてるんだよ？みたい
な。そこまで見せる度量が要るよね！」
アツキ「まぁ、ものは例えですね（笑）
」
◆例えがひどい！
neko「そこまで見たら逆に笑えるんじゃな
いかなって（笑）だってあるじゃん、ニコ

◆ゲストで誰を呼んでほしい、とか？
neko「そういうのがほしい！ 2016 年の
TOT の活動が活発化するという象徴のひと
つなので、みんなと一緒に面白いものを作
れたらなと。これはテスト号だからないけ
ど、巻末？に読者のコーナーが作りたい！」

◆おたよりコーナーみたいな？
neko「息子が絵を描きましたみたいな（笑）
。
送ってきてもらって、俺がコメントをつけ
るとかやりたい！」

◆大賞に景品とかは？
アツキ「あるある！」
neko「そんなお金はない（笑）
」
アツキ「まぁ文字だけじゃなく、写真もあ
るということで」
neko「写真もお願いしててね、表紙からわ
かるように意味不明な。何故これを選んだ
（笑）
」
アツキ「今日はアレだけど、今後はカッコ
イイのとかも！ TOT に関わったアーティ
ストとかも呼んで」
neko「何がしたい？」
アツキ「今日みたいな飲んでトークするコー
ナー」
neko「今日はまだ他人行儀というか、
リミッ
ターが外れてないもんね」

◆これだけ喋ってるけど、実は全然飲んで
ないですからね（笑）
。わりと真面目に喋っ
てる。
neko「これからどんどん壊れていくのかな。
毎回やる？ 都内の居酒屋をひたすら回る。
今回は銀座の○○さんです。で、会計が高
すぎて払えなくて全員で逃げる」
アツキ「酒が飲めるよってコーナーだから
こそ出てくれる人もいると思う」
neko「絶対いるわ！」
アツキ「余計なことをベラベラ喋ってもら
いたい」
neko「
“DPN のアイツ嫌いなんだよね！
メチャクチャ笑うベース、嫌いなんだよ
ね！”
（爆笑）
」
アツキ「突然の飛び火を食らうパーカーの
人！」
neko「まぁ俺は好きだけどね！ あとアレ
やりたいって言ってたよね、バンジー」
アツキ「そう、バンジージャンプ」
neko「バンジーて（笑）
」
アツキ「みんなで飛んだら面白いんじゃな
いかって！ 今日検索したら『キミも芸人
になれる！』っていうキャッチコピーのと
ころがあって、もうやるしかないって（笑）
」
neko「テレビで良く見る、自分の顔が映る
CCD カメラもあって。最初は日本一のバン
ジーに行こうって言ってて、まぁ茨城の山
奥で。電車で行こうってアツキは思ってた
んだけど、駅がないんだよ。しかも 1 回の
バンジーで 1 万 5 千円って、高ぇ！」
アツキ「安全面とかですごい機材なんだろ
うね（笑）そこは都内で…って言ってたら
いいとこ見つけちゃったので」
neko「創刊号でいきなりバンジー？」
アツキ「飛びたい人を募集？ TOT の関係
者が飛ばされるんだろうけど」
neko「もう、全然関係ない文志郎を飛ばせ
ようぜ！ クッソ面白いぞ！ 俺らはメッ
チャ面白いぞ（笑）
」
アツキ「ただの友達じゃねぇか！」
neko「誰だこいつ！みたいな」
アツキ「人柱じゃねーか！（爆笑）
」
neko「バカみたいに意味不明なことやりた
いね」
アツキ「そうだよね。ただ真面目なだけじゃ
なくて」
neko「真面目なコーナーもやるけど！」
neko「楽しみ。だからアレだよ、読者コー
ナーはマジでやりたいね」
アツキ「無茶振りでもいいしね（笑）
」
neko「俺は本当にお便りを紹介したい！

あのさ、でも、アイツらメール送んないん
じゃね？」
アツキ「生放送のコメントはあるんだけど」
neko「なんか自分の中でハードル上げて
ね？ 私のメール面白くないみたいな……。
本当にくだらないものでいいんだよ。そこ
は俺らがちゃんと突っ込みをいれればいい
話だから」
アツキ「最悪、命を失くすようなこと以外
だったら（笑）
」
neko「部屋の中で練炭を炊いてくれません
か？とかそんなんじゃなければやるよね」
アツキ「死ぬと違う方向性の悲しみが来る
のでね」
neko「アツキさんに 1 週間オムツで過ごし
てもらうとかさ、そういうことだよ」
アツキ「全然やるよ！！」

◆やるんだ？
neko「オムツ変えちゃダメだよ」
アツキ「蒸れるわ！」
neko「病気になる」
アツキ「脱いじゃいけないんでしょ？」
neko「脱いじゃいけない」
アツキ「うわぁあぁぁあぁあ！」
neko「極力我慢して。
『○日目、今日は我
慢できたが明日は自信がない。
』みたいな
（笑）
」

◆その写真撮るの、私でしょ？ 嫌だな
……。
neko「写真は要らない、最後のしろくろの
コラムでやるから。アツキのオムツ日記『●
日目の夜、ついに漏らした。寝てる間につ
いに出た。
』みたいな」
アツキ「俺が悲しいだけじゃねーか！ まぁ
でも、言ってしまえばそういうことですよ、
とりあえず死ななきゃなんでも良いんです
よ（笑）
」
neko「そうだな、
死の危険がなきゃな（笑）
。
2016 年は TOT としても neko としても
KABUKIMONO としても全員ガチになって
いこうと！」
アツキ「まだ発表してないけど、すごいた
くさん考えてますから」
neko「もう金も、うん億円稼ごうって」
アツキ「一生分稼ごうって」
neko「気持ちとしてはね」
アツキ「今後の人生を左右するほどに！」
neko「2016 年の俺の目標としては、まぁ
SEKAI N ● OWARI を潰す」
◆なんで急に？（笑）
neko「気に入らないから、潰す」
アツキ「じゃあ俺はゴ●ルデンボンバーを
潰す！」
neko「それはライバルだし置いときなよ、

比べられないところを狙おうよ」
アツキ「じゃあ俺は売れて L’Arc 〜 en 〜
Cie ●をプロデュースする！」
neko「カブキを踏み台にして、ラ●クをプ
ロデュース（笑）
」
アツキ「売れるぞ〜！！」
neko「世界ツアーやってるよもう」
アツキ「あくまで意気込みです（笑）
」
neko「セカ●ワだけはマジで許せねえよ、
ドラゴ●ナイトじゃねぇよ。何がフ●セ文
字だよ」
アツキ「え、もしかしてぱみ●ぱみゅ取っ
たのお前？（爆笑）
」
neko「なんでバレたの？ 最近付き合って
んだよ」
アツキ「マジかよー。お前の彼女ぱみゅぱ
みゅだったのかよー」
neko「最近原宿よく行くんだよ。やっぱ付
き合いだすと行くようになるよ」
◆最近かわいくなりましたよね。
neko「あぁ、やっぱ俺のせいだね。もう
neko さんじゃなきゃダメ！つって」
アツキ「あぁ〜これはぱみゅぱ●ゅの、お
ぎゃ、音 gy、音ぎゃく性が、どんどん重た
く（爆笑）
」
neko「バブみ、バブみが！ ここに来てエ
ンジンがかかってる！」

第２回に続く。

大根からDAIKONへ

ー革新的DAIKONISMの提唱、その最先端の視点ー

本誌では、ミュージックシーンのみならず、様々な分野でイノベーションを起こすキーパーソンにも注
目していきたい。今回は、大根の異端児と呼ばれ、他の追随を許さぬソリューションとコアコンピタン
スでビッグイシューを次々にクロージングしている、御米平渡氏。氏の提唱するDAIKONISMとは。

大根からDAIKONへ
ー革新的DAIKONISMの提唱、その最先端の視点ー

日本ダイコンドリームワークス株式会社
テクノロジー統括本部本部長
Daikonプランナー
御米平 渡
「では早速」と、話し始める御米平氏。この日は
ロスでの大きな商談がちょうどまとまった後とい
うことで、特別にインタヴューの時間を取っても
らうことができた。氏のスケジュールはツムツム
をプレイする時間まで秒単位で埋まっている。

「会議で7割がアグリーするような大根は、すでに古い。
7割にディスアグリーされるような“DAIKON”でちょうどいいし、
いまソリューションをアジェンダするにはそれしかない」
●まず、Daikon プランナーという職業は一体どういったものな
のでしょうか？
「簡単に言いますと、大根の持つ可能性を探求し、大根をよりフ
レキシブルな存在に、そしてより一層のベネフィットを生み出
す商品として昇華させようという仕事ですね」
●なるほど。大根というのは、八百屋やスーパーに置いてある
あの大根という認識で良いでしょうか。
「もちろんそうです。しかしおそらく皆さんは大根と言えば、お
でんの具やサラダなどに使われている様子を想像すると思いま
すが、そういったオールドファッションな大根の使い方は、も
う過去のものです。大根は現在、ＩＴ、医療、福祉など様々な
分野において利用されているマルチコンテンツなんです」
●確かに最近大根という言葉をよく耳にします。
「大根がメディアに、それまでとは違った形で進出するように
なったのはリーマンショック以降ですね。実際にはその時既
に大根は社会市場のアーキテクチャとして一端を担う存在では

「これさえあればどこでも仕事ができますよ」と、取り出したのは MacBook と
新鮮な大根。大根のホワイトとグリーンのカラーは、心を落ち着かせ、眼精疲
労をやわらげる効果もあるとのこと。

あったのですが、それほど注目はされていませんでした。リー
マンショックで生まれた株式に対する信頼の崩壊や不安といっ
た世界の動きが、株から大根へ、というムーブメントを生み出
したのだと思います」
●確かに、その時期以降、大手ＩＴ企業や技術者がこぞって大
根を取り扱うようになった印象です。
「大根の小型化、互換性などが加速度的に進んだのもその時期で
す。医療機器やコンピューターといった分野で使われることが
多く見られた大根が、一気にマルチメディアとして大衆化され、
あらゆるジャンルでシームレスに利用可能になりました。
例えば最近ポータブルサイズの大根を音楽メディアとして持
ち歩く若者をよく見かけるかと思いますが、ああいったメディ
アへの進出は非常にイノベーティブなスタイルですよね。若い
世代に受け入れられるデザイン性の証明でもありますし、それ
でいて低価格という証明でもあります」
●バスや電車の中で、大根をポケットに入れている若者の姿を
目にしますね。また、ビジネスのシーンでも使いこなしている
方も増えてきていると聞きます。
「もちろん高価格帯のラグジュアリーなハイエンド商品ももちろ
んありますが、顧客のライフスタイルやニーズに合わせてアジャ
スト出来るバリエーションを持っているいうのも大根の強みで
しょう。私なんかだとノートパソコンと大根を併用する事が多
いですね。外出中にパソコンでマーケットをチェックして、大
根でアウトプットする。大根をクラウド化して利用する方法も
ありますが、私の場合はよりダイレクトなアクセス方法として
使っています。こういった使い方はＩＴ業界ではプラットフォー
ム事業として行われることが多いんですが、個人での利用にも
対応できるコストパフォーマンスがやはり魅力的です」
●多くの見るべきポイントがあるんですね。では、御米平さんの
考える大根のもっとも大きな魅力とは？

指先では押しにくいと感じることがあるキーも、大根を用いることでスムーズなタイピングが可能。同時
に大根の成分で荒れた指先のケアもできる。こするスピードを上げることで、大根おろしを作ることも。

「やはり先程も言いましたがコストパフォーマンスですね。時期
にもよりますが 1 本 200 円前後で購入できる安定性、そして何
よりエコです。電力を必要としない独自のオーガニックなエネ
ルギーは保守力や信頼性も保有しています。この利点が、大根
がマルチコンテンツとしてグローバルに利用されている大きな
理由でしょうね。またビジュアルデザインも非常に優れていま
す。白を基調とした直線的でありながらも流線型のデザインは
国内はもとより世界でも注目されていますし、シンプルでどの
様な場所でも利用出来ます。オリジナル・デザインそのままに
使用しても問題ないですし、リデザインする際も、輪切り、いちょ
う切り、千切りとカスタムが豊富です。独自に工夫や改善を加
えることが可能で、基本的な普遍性を持った部分とアイデアに
よって可変するユニークな部分とを併せ持ったアイテムとして
も認識されています」
●そもそも、御米平さんが大根に可能性を見出したのにはどの
様な経緯があったのですか？
「もともと私は証券会社に勤めていたのですが、仕事柄毎日社会
情勢や企業の動向に注目していました。多くの方とコミュニケー
ションをとる事も多かったんです。そんな生活の中で、グロー
バルでありながらも国内でのモノ造りなどにも多く利用される
大根には一目置いていたんですよ。大根エンジニアの方と話す
機会が多かったというのもこの職業に就く事になったひとつの
ファクターだったでしょうね。エンジニアの手によって日に日
に進化、成長していく大根を見ているとなんだか勇気をもらえ
るような気がするんですよ（笑）
」
●わかります。無機物と違って、育っていくのは確かに生きて
いる実感にも結びつきますよね。ある種、子どもの成長を見守
る事にも近いというか。
「そうそう、そうなんです。私にはまだ残念ながら所帯はありま
せんが（笑）
。そんな折にサンプル大根を頂く機会がありまして、

氏の使っているモデルの大根は、通常の電力を使用したエネルギー変換で駆動
も可能。一度の充電で最大 36 時間の連続稼働が可能となっている。bluetooth
を用いたワイヤレス充電にも対応。

感圧センサーを搭載した最新のトラックパッドには、根よりもむしろ葉の部分
が適しているとのこと。また、葉の部分にはビタミン A が豊富に含まれている。

音楽も、映像も。コンテンツを、もっと自由に楽
しもう。最新の大根は、64 ビットのアーキテク
チャをもとに構築されたチップを搭載している。

それまで私も大根を用いたライフスタイルには興味はあったが
手を出せずにいる、という状態でしたので、良い機会と思いラ
イフハックとして使ってみようと始めたのですが、そこから大
根の魅力に取り憑かれましたね。気づいたら大根を常に持ち歩
くようになっていて、これまで使っていたデバイスなんかは全
部大根で統一するようになっていました。オリジナルの多機能
入力大根を作ったりして（笑）
。そういった事をしているうちに、
大根の発展性や可能性というものがどれだけ豊かか、という事
を考えるようになったんです」
●大根という、一見ありふれたアイテムだからこそ。
「うん。大企業の資金力や専門技術者の知識がなくても、個人で

開発ノウハウを生み出せる。これは非常に大事なことで、実際、
大根に関する特許は全体から見れば大手メーカーなどの割合が
少ないんです。開発分野においてこんなに自由に展開出来るコ
ンテンツは大根をおいて他にないでしょうね。だって、誰もが
自由なアイデアで、独創的なマーケティングを行うことが出来
るんですから」
●御米平さんが見る大根の今後とは？
「おそらくですが、現在の携帯電話のように、1 人 1 本、あるい
は 2 本持つような時代が来るんじゃないでしょうか。右手で大
根を持ちながら左手でポケットの大根ミニを触る、そういった
時代がすぐ近くにまで来ていると感じます。そのようなパブリッ

先端には２４メガピクセルのカメラも搭載。別売
りのアタッチメントを使用すれば、望遠鏡にも早
変わり。テクノロジーが少年の心を蘇らせる。

クな展開は今後どんどん進むでしょうね。それから当然品種改
良による新たな大根も出てくるでしょう。最近ではプライベー
ト大根としてブランド品を購入する方も増えているようですし、
大根専門店も増えてきました」
●御米平さんが西日暮里で展開されているアンテナショップも
話題になりましたよね。
「ありがたい事です。来年には海老名とトルコに出店も予定して
います。ちなみに私が現在進めているプロジェクトでは、大根
を体の一部として取り込む技術開発があります。バイオテクノ
ロジーの分野はまだ十分な予算が生まれているとは言い難いで
すが、今後こういった開発がすすめばより一層大根は進化して

いくでしょう。ただ今後は、技術的なブレークスルーが必須に
なってくると考えられます。確かに可能性という点だけ見れば
無限の多様性をもつ大根ですが、実はまだまだわかっていない
部分が多いんです。もっと効率的に、もっと利便的に使うため
には、そのわかっていない大根のブラックボックスを技術的に
追求する必要があるでしょうね。私がこうして大根を取り扱う
ようになって思うのは、大根は、大根から Daikon へと変化した
のではないかという事です。日本の食卓で使われていた大根が、
グローバルスタンダードな Daikon へと変わったのではないか
と。そしてこれからを担う次代のエネルギーとして、Daikon は
まだまだ進化していくと考えています」

おしまい。

Vol.00
Super Multi Creator

neko

通販で木工用ボンドが届いたんだけど、何故買ったのか自分でも思い出せない。
何に使うために買ったんだろう。怖いな、怖いな〜。

Friend

アツキ
モンハンの新作買うか迷ってます。
「この 1 年は忙しくなる」とか言ってるくせ
にゲームやって良いのかって。まぁでも「ヨドバシポイント貯まってたから…」
とか理由つけて買うんですね。

Photographer

かのん

職場でアラサーの先輩が「見積書出されてるんだけど合意書に判子押すか迷って
るんだよねー！」と話していて、なんの案件かな？と思ったらプロポーズの話で
した。こうはなりたくないと思いました。
（２０代女性）

Dosukoi

しろくろ
この間ついに捕まりそうになりました。やっぱり象牙の密輸は危ないですね。皆
さんもご注意を！

雑用

Y

「飛んだらソッコー追い込みだ」という社長とともに債務者から暴利の借金を取
り立てたり、社長が飼っているたくさんのウサギの世話をしたりしています。よ
ろしくお願いします。

Next Issue
Vol.01
特集１……ねこ飲み
特集２……RECORDING NOW!
特集３……しろくろの ??????
and more!
Scrap! 創刊 Vol.01 号では、皆さんからのお便り
（内容不問）
、
「しろくろさんにこれをやってほし
い！」なんてリクエストなどなど、随時受け付け
てます！ オフィシャルメールアドレス（scrap@
tearsoftoday.com） ま た は Twitter（@scrap_
magazine）までよろしくどうぞ！
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