
2008 年 10 月 7・８・９日 京セラドー

ム ＳＭＡＰコンレポ  
 
こちらはＭＣ以外のネタばれレポ（別名

記憶力テスト）＋勝手な感想なので、ネ

タばれ嫌いな方は見ないでください。反

対にツボを見逃したくない人は予習とし

てぜひ参考になさってください。 
 内容は、大阪 3 日間を通しての記憶の

ミックスであり、その日によってメンバ

ーの行動やハプニングが異なるので何日

に何があったのかは、かなり曖昧です。

私は５スマ好きですが、さすがにライブ

では吾郎を追いかけてしまうので、他メ

ンのことは自信がありませんので間違い

も多々あると思いますのでよろしく。（間

違いはご指摘いただけると嬉しいです）。 
  
オ ー プ ニ ン グ  Theme of 019 
super.modern.artistic.perfofmance 



 
ジャンクション映像：子ども二人がドラ

キュラ男爵のような衣装で仮面をつけた

スマップと出会う。各メンバーから名刺

を渡され、これからスマワールドにご招

待。 
ステージ ：赤タータンチェックのジャ

ケットを着た吾郎さん眼鏡のスマが、上

から人形のように吊られて降りてくる。

奥のステージ上段に降り立ち、そこから

ＬＥＤでできた急斜面（スキーでは滑れ

ない角度）を吊られたままトコトコと降

りてくるのですが、吾郎だけが足を踏み

外したように先にトットットと 2，3 歩分、

落ちてしまい、一瞬ひやとしました。で

も２日続けてやっていたように見えたの

で演出か？とも。 
 
 １．弾丸ファイター：一曲目に相応し

く、 初からみんなガンガン飛ばして踊



ります。吾郎は踊りのキレもよく、木村

と吾郎の背中合わせもきれいにきまって

ました。ただし中居君は一曲目から途中

で給水状態（もう！？） 
 ２．two of us：ここでひとりひとり恒

例の挨拶があります。大阪バージョンで

吾郎が変な関西弁で笑いをとっておりま

した。どうしてお父さんが大阪出身なの

に下手くそなんだろう。上二人と剛は関

西在住だったこともあるし、慎吾は関東

人だけど、みんな関西弁うまいですよね。

特に上二人はネイティブのよう。 
 ３．BANG！BANG！バカンス！ ジ

ャケット脱いで白シャツ、黒のリボンタ

イ、タータンチェックのカマーベルトに

サスペンダーがかわいいです。 まだ元

気に踊りながら、前方の十字の花道に移

動します。大阪では木村から慎吾へのキ

スのかわりに、木村が慎吾の指をくわえ

たまま歩く萌えポイントありました。



後の写真をとるポーズはお約束どおり。 
 
ジャンクション映像：怯える子供たちに、

仮面の 5 人が「脅かしてごめんね、なん

でもするよ」と詫び、子供たちから「か

っこいいダンスが見たい」と言われる。 
ステージ：ドラキュラ伯爵の棺が５つダ

ンサーによって奥のステージまで運ばれ

ると、特効とともに棺を破って 5 人が出

てきます。黒タキシードに黒マント（裏

地は紅）、白シャツに白のボウタイとベス

ト、赤いポケットチーフ、中居君は帽子

で、もうみんなとてつもなくカッコイイ

です。背後の他メンファンの人も「吾郎

君はこういうの似合うねえ」と言ってま

した。 
 
 ４．１０＄： 後のほうで 5 人並んで

踊るのですが、左端のほうに吾郎と中居、

とても同じ踊りとは思えません。隣の吾



郎をちらっと見ながら嬉そうにブンブン

飛ばす中居と半テンポずれながらも一生

懸命踊る吾郎の対比がたまらないのです。 
 
 ５．青いイナズマ：確かここで斜面の

緩くなった LED 坂を滑り降りて前方ス

テージへ。 
 ６．らいおんハート：黒白のタキシー

ドに赤いステッキがとても洗練さ

れた大人なイメ 
ジ。木村と吾郎、中居と剛が組ダンスの

ように踊り、赤いステッキを投げ

合う振りがあり 
ます（慎吾は自分で投げて受け取る）。 
中居君が東京でも「木村は吾郎がどんな

方向に投げても絶対に取るからす

ごい！」と 
絶賛していましたが、8 日はさすがに落

としてしまいました。木村君は取

りやすいよう 



投げるけど、吾郎は、、、。これ木村が吾郎

に甘いからいいけど、慎吾だった

ら殴られてかも 
（笑）。ただし剛の報告によるとこれまで

全員落としているそうです。メン

バー紹介のソロダンスでは各メン

を次のように紹介しています。 
剛  International、Fashionable、Hard 

Worker、Tuyoshi 
慎吾 Active、Stylish、Always Smiling、

Shingo 
中 居  Funky 、 Groovy 、 Master of 

Ceremony、Nakai 
吾郎 Smart、Cool、Gentleman、Goro 
木村 Sexy、Wild、Hot Stuff、Takuya 
 
吾郎のソロダンスは SAM さんのお褒め

にあずかるとおり、スタイルの良さ、立

ち姿の美しさを強調する感じで実によか

ったです。吾郎の前が中居君なのですが、



吾郎の番が来てもわざとどかないように

するため、吾郎が長い脚で蹴るフリをす

るのも萌えです。剛の片手側転も見事で

したし、どのメンバーも振り付けにその

人の良さがでてましたね。ご自分の振り

付けに自信ありなのか、SAM さん達御一

行はライブ前に堂々とアリーナの通路を

歩いてコントロールポジション（アリー

ナ 後部）にやってきます（会場はスタ

オベ状態）。 
 
 ７．友だちへ～：（なんの曲かわからな

いくらいのアレンジ、、、） 
 ８．keep on：メンバーも大好きと気に

入ってるだけあって、スマにとても合っ

ている曲。イントロで蝶ネクタイを投げ

捨て、ワーッと進んで行く感じがいい。

音効とともに軽快なラップが奔流のよう

に迸る。この攻撃的なラップで突き進む

のか～と思ったら、一転、切なく歌い上



げる吾郎のエンジェルボイスに魂もって

いかれます。2 番はセンターのお立ち台

（ケーキみたいな形）がせりあがって、

吾郎 with SMAP という今までにないフ

ォーメーション！（←こんなのいいのだ

ろうかとウロたえる吾郎ファン）。しかも

吾郎のバラード部分のハモが木村と慎吾

でした。スクリーンに 3 人が映って初め

て知ったけど、ビジュアル的にもすごく

きれいなハモでしたねえ。 
 
 ９．Still Ｕ：各メンバーのパートが

それぞれ良くて、慎吾の英語詞も完璧。

吾郎の「みんなに～」のところがよく声

が伸びています。体格よくなった？と思

ったけど、体ができてきたから音楽面が

安定、成熟するってあると思います。 
 
 
ＭＣ（別記参照） 



 
１０．この瞬間、きっと夢じゃない：Ｍ

Ｃの後、吾郎はスタンバイするために後

を向いているがその立ち姿が足が長くて

まっすぐで背中がセクシーでプリケツで

もう言うことなし。 
この曲の後、わずかなジャンクション映

像（北京オリンピック）の間に必死で着

替えて髪をブローしている吾郎を思うと

泣けてきます（笑）。ただし初日は間に合

わなかったらしく「いや！映さないで

～！」の悲劇とあまり変わらない状態で

した。 
 
１１．Life Walker（吾郎ソロ）衣装は青

い？スパンコールのジャケに黒ラメシャ

ツ、黒ラメズボンを着用していました。

東京での「銀色の鯖」のようなジャンパ

ーが評判が悪かったらしく、大阪で変更

したようです。女性ダンサーを引き連れ



（途中で男性も参加）、センターのケーキ

台がせりあがっていきます。これまた難

しい曲なのに踊りながら鮮やかに歌う吾

郎にまた魅了されます。 
自分で自分の体に手を這わすようなセク

シーなフリもありました（すでに涎と涙、

垂れ流し状態）。アルバムで聞いた時はも

っと得意な高音を生かしてやってくれ～、

テンポも変で地味じゃないか～と思いま

したが、生でフリをつけてみると化ける

曲で、周囲もペンライト振ってのってく

れてましたね。私も天井席でさえ叫びま

したとも、ええ、何度も。 
 
１２．Ｓｔｙｌｅ （木村ソロ）：歌もさ

ることながら、柔軟性を生かしたダンス

がお見事です。これは木村君の大好きな

久保田さんの曲だし、木村君も好きだと

言ってるし、実際カッコイイんだからこ

れでいいのでしょうが、個人的には木村



君にはもっと違う曲を歌ってほしいと思

ってしまった。もっと彼を生かせる曲あ

るんじゃないかと思ってしまうのはなぜ

でしょう。木村君のプロ仲間をリスペク

トする姿勢は好きだけど、ダンサーやプ

レイヤーの紹介より、あなたやスマを一

分でも多く見せておくれと思ってるのは

私だけかなあ。 
 
ジャンクション映像：スマメンバーが風

船工場の工員のようないでたちで、顔に

も煤をつけて、「♪あなたの笑顔が見たい 

あなたの笑顔を作る。あなたが喜ぶなら

ば 僕のテンションチョモランマ」と歌

います。この時の吾郎が前髪下ろしで瞳

がまっ黒で、あんまりにもイタイケな顔

してます。そしてアリーナＥブロック天

井にさがった袋から風船が大量に投下さ

れます（はっきり言って邪魔）。 
 



１３．がんばりましょう：（視力検査表の

ランドルト環模様の白トレンチコート、

白いボルサリーノ）、木村君がサーベルで

メンバーの投げるグレープフルーツを受

けるコーナーあり。時々各メン失敗する

のだが、大阪 終日では、少しでも木村

に近づこうとする吾郎に木村がもっと離

れろと指示して、案の定、2 回も失敗。

時間を気にして「まだ大丈夫？」と困る

吾郎に笑いながら 3 回目を促しやっと成

功。ふうっと汗を拭く真似をする木村君

（←少しでも長く吾郎と遊びたかった

の？）。会場はがんばれ！と応援モードで、

出来たら拍手喝采でした。 
 
１４．White Message：ＣＤではほとん

ど聞いてなかったど、吾郎の声が目立つ

曲で好きになりました。ＭＣの流れから

中居君が他のメンバーから「巨人とスマ

とどちらが大事だ」と責められ、罰とし



て？箱に入れられるマジックがあります。

中居君が木村君にはがいじめにされて、

「タクヤ～やめろよ～」というお約束な

んですが、あそこは嬉しそうに言っては

ダメダメ。２トップのツボとしては、木

村の腕の中で激しく抵抗してもらわない

と（←吾郎ファンのくせに細かい）。その

後慎吾が「SMAP とらないから～」と箱

を蹴ると、中居君が「ごめんなさい～

SMAP だいじです～」と答えたり。でも

慎吾は中居君を足蹴にするわりに大事そ

うに箱を押したりするのもツボです。そ

うそう９日は急いでいたせいか、吾郎の

靴下の中にズボンの裾が入り込んでいて

かっこ悪かったんですが、さすがに中居

ママが気づいて直そうとしてくれました。

しかし中居クンは木村君にはがいじめに

されていて手が届きません。そこで足で

吾郎の服装の乱れを直そうとしているの

です（泣）。 



衣装は、どこで脱いだのかわからない

のだけど、トレンチコートからスーツ姿

に変わります。吾郎がピンクのシャツに

ピンクのネクタイ、濃いピンクのベスト

にピンクのサテンスーツというとんでも

ない恰好なんですが、そのピンクだるま

のような状態が全然違和感ないんです。

他のメンバーも色違いながらオレンジな

ど似たような色で、席が遠いと見分けら

れません。 
 
１５．ソウデス！：（剛ソロ）４スマだけ

でなく、ダンサー、スクリーンにもタモ

リさんはじめ剛ゆかりの人たちがいっぱ

い出てくるのでとても賑やかで、みんな

で盛り上がれる曲。ただ観客も振りをす

るのに忙しいのと、人数多すぎのためス

マメンがどこにいるかわからないのが難

点。それゆえ萌えツボであるところのピ

ンク剛とピンク吾郎が向かい合って手を



差し出すようなフリを十分に堪能できな

かった（悔）、、、。これはスクリーンにも

抜かれてないと思います。 
 
６．どんないいこと：後方ステージへ移

動し、左右にある階段にメンバーが分か

れる。向って左側木村と吾郎、右側が中

居、慎吾、剛。キムゴロのくっつき具合

とスマシプのバラバラ加減が対象的。 
 
１７．Jazz：これも印象薄かったが、ス

テージで見て椅子を使ってのダンスなど、

かわいい曲だと認識できました。「♪から

みあって～」の掛け合いが特にいいです

ね。 
 
１８．ひとつだけの愛～アベ・マリア：

これは誰もがいうように編曲、ステージ

ング、演出すべてにおいて圧巻。木村君

をはじめとするラップ？班の力強さ、タ



イミングの妙。そしてバラードで吾郎か

ら中居に受けついでゆくのがまた絶品。

中居の声の持つ表情がすごく生かされて

る。スクリーンの映像も重厚で、以前に

スマスマでやった「天国のかけら」（キム

ゴロデュオ曲を５人で歌った）のような

イメージ映像でした。 後のほうで吾郎

が前方ステージの右角に立って、ピンク

のネクタイを引き抜いて投げるところが

もうセクシーでたまりません。その後、

ボタンを取って胸をはだけるのですが、

吾郎さんはライトのあるところではやっ

てなかったような、、、、。（←せいぜいネッ

クレスを見せる程度なのにさ！） 
 
１９．ココロパズルリズム：これはシン

ゴロ萌えに尽きます。毎回違う小芝居で

シンゴロが遊びます。まずは左花道でダ

ンサーがロボットのように立っているの

ですが、その二人を捕まえて、吾郎と３



人でＥＸＩＬＥのように回ったり。ペン

ギンのようにトコトコ歩いて中央に来て、

慎吾、吾郎、ダンサーで重なって腰を突

き出すいかがわしい（笑）振りもありま

した。 あと慎吾がダンサーを退場させ

ようとして、ついでに吾郎も追い出そう

として吾郎が抵抗してわちゃわちゃして

いたのも可愛かったです。いずれもこの

曲では吾郎がスクリーンに抜かれない

（泣）のでしっかり双眼鏡で追視してく

ださい。 
後半は 4 人それぞれセグウエィに乗

ります（中居はソロの準備のため不在）。

東京では運転に慣れてなくて、慎吾の手

を煩わしたようですが、大阪では概ね大

丈夫。いや、初日はスイッチを入れ忘れ

たようで動かず、まごまごしているとス

タッフが飛んできて発進させてました。

その後はかなりスピードを出してステー

ジをうれしそうに走っていましたが、剛



とぶつかりそうに！。もちろんダンスの

ときと同様に、剛が上手によけてました。 
 
２０．宮下がつくったうた（中居ソロ）：

「貝」の宣伝は手抜かりなしです（笑）。

ＭＣであまり喋らないのは、ここでフリ

ートーク？があるからでしょうか。大阪

ではほとんど巨人ネタになっていました

が、阪神タイガースの本拠地である大阪

で４万人を敵に回しての巨人ファンぶり

はさすがで、客との掛け合いは中居くん

の真骨頂でしょう。 
初の幻想的なクリオネ？もガムラン

のダンサーみたいな衣装も千手観音の踊

りもその後の歌もとても良かっただけに

カッコイイだけでは終われないリーダー

はもうどうしようもないですなあ（要す

るに後の映像はいらないよ）。ちなみに途

中経過で巨人が勝っていた日はいつもと

違って誰よりも早くはけていきました



（きっとテレビをみるため、、、、、）。 
 
ジャンクション映像：花オルゴールバー

ジョンで眠っている子どもを囲む５人の

吸血鬼のモノクロ映像。ここも５人が腰

ぬけるくらい美しいです。 
 
ここからスマファンの間では「マタギ」

と呼ばれる衣装になります。良く言えば

チロルやウクライナ地方の王子さまか

な？吾郎と剛は背中から狸をしょってい

るようなゴージャスな毛皮をつけていま

す（05 年？の紅白の衣装のイメージ）ブ

ラウスが木村と吾郎がおそろいかなと思

いましたが、前立てのところが違いまし

た。とにかく「マタギ」なんだけどとて

も可愛いんです。中居は雪ん子みたいな

帽子がとても 36 のおっさんとは思えま

せん。 
 



２１．あなたのためにできること： 初

の予定では各メンバーがそれぞれ一つ楽

器をやるはずが、まじめに練習してきた

のは剛だけという結果が生んだのがこの

曲ですね。それゆえ剛ファンにとっては

素晴らしいプレゼントだったのでは？。

たどたどしい手つきながら一生懸命が伝

わってきて心を打ちます。剛と吾郎の声

もすごく合うのは彼らのデュオの多さで

すでに証明済みですね。 
さて、一番で剛と吾郎の映像がスクリ

ーンに重なってまさしく「あなたのため

にできること」というコンセプトを表す

大いなる萌えポイントがあるのですが、

なんと９日にはなかった！！別々に映し

ただけですよ！奥さん！！次の木村と剛

は長々とツーショ映像を映してくれたの

で、余計に私の怒りは沸点に達してしま

いました。責任者出て来い！ 
 



２２．Last Smile：女性ダンサーと各メ

ンの絡みがひとつの見どころなんでしょ

うか。吾郎や中居が女性の手をとって立

ち上がらせるところも素敵ですが、剛が

女性ダンサーと抱き合うなどちょっと珍

しい光景も。ここでも吾郎の切ない声が

効いてます。 
 
２３．夜空ノムコウ：木村がギターを持

ってすわり、そのまわりを囲むように立

つ 4 人。木村の熱唱を隣で目を閉じて聞

く吾郎のツーショが印象に残りました。 
 
２４．そのまま：ドラマのシーンが浮か

び上がるようなやはり思い入れのある曲。

こうして聞くとシングルというより、ア

ルバムの一曲くらいの位置がいいかんじ。

このときギターを弾く木村君の腰かけて

いる椅子のアームレストに中居君が座っ

ているように見えましたが。 



 
２５．世界にひとつだけの花：子供がう

じゃうじゃ出てくるのですが、その子達

と共に舞台をはけるスマが子供に声をか

けます。吾郎はほとんど喋らないのです

が、8 日？に「僕、踊り上手だったでし

ょ？」という声かけしていました。子供

の返事はありません（笑）。中居君は東京

とちがってまたまたさっさとはけていま

した（笑）。 
 
ジャンクション映像（ピエロに扮した慎

吾が 5 人の吸血鬼の人形を倒していく） 
２６．Here Is Your Hit（慎吾ソロ）：ア

ルバムで聞いた時はなかなか面白いステ

ージングになりそうと思ったのですが、

実際に見てみると慎吾の格好もピエロで

したし、ダンサーとパフォーマンスしな

がら歌うので今ひとつ、、、。木村君のソロ

でも同じように感じたけど、「もっと慎吾



が目立てばいいのに、、、え、もう終わ

り？」という気持ちになるんです。英語

もすごくうまくなったのに。でも子供や

一般客が見るには面白いので慎吾はそう

いう人達に「魅せる」ステージをめざし

たのかな。 
 
バンド紹介：木村がドラムを演奏した後、

スペシャルバンドメンバーの紹介。各メ

ンバーがそれぞれのプレイヤーの紹介で

いっしょに出てくる。吾郎は赤いタンバ

リンを鳴らしつつ、サックスの人の紹介

に立会い、その後、トランペットの人が

演奏するのを慎吾と二人で両方からくっ

ついて花？を添える。この時の衣装はデ

ニムの上下に中は白地のＴシャツ。 
このあたりからは、みんな別れて、リフ

ターに乗ったり走り回るので気づいたと

ころだけ。 
 



２７．俺たちに明日はある： 
２８．ＫＡＮＳＨＡして：サイドリフタ

ーに乗りますが、やはり吾郎は手すりを

もったまま。それでも頑張ってお手振り

してました。 
２９．Love loser：この曲はあのエロい歌

詞を生かして、ぜひ振りつきで見たかっ

たですね。上二人が歌うところで「平手

打ち」などこの二人で組んでやったら面

白かったのになあ。 
 
３０．はじまりのうた：これも良い曲な

のに流されるのがもったいないいかんじ。

後のほうで吾郎がＧジャンを脱いでぶ

んぶんと振り回すのですが、あらぬ方向

へ飛んでいってしまいあわてて拾ってい

るのがキュートでした。 
３１．どうか届きますように（本編ラス

ト）：9 日は短縮のためキムゴロのところ

がカットで、横にいたＡＮＧＥＬさんが



怒り狂ってました（笑）。私は全然きづい

てなくて、なんだかこの曲２トップの歌

の印象があって、、、。そして再び 黒いマ

ントを着せられてメインステージ上段の

穴に消えていく５人。 
 
ジャンクション映像： ＳＥＸ ａｎｄ 

ｔｈｅ Ｃｉｔｙ スマスマでやったＳ

ＡＴＣの映像でラッキーさんの発表。吾

郎は「ナルシスト投げ～」。その後、みん

ながはけていくのですが、 後に残った

シンゴロがツボです。このときのせりふ

が大阪バージョンでシャーロット（吾郎）

は「新地」でバイトすることを慎吾に耳

打ちします。吾郎がやっている役名（シ

ャーロット）がわかるのは、木村君が「シ

ャーロットぉ」と２回も呼んでくれるか

らです。他のメンバーの役名がわからな

い（←スマスマ見れよ）。 
  ステージに出てきたメンバーの衣装



は黒のＴシャツに銀でツアー名が書いて

あり、下は白のズボンです。手をあげる

と命綱？のためのサポータが見えます。 
 
３２．Dear Woman：トロッコに移動 
３３．Mermaid（１番のみ）：これもフリ

が見たかった一曲ですね。 
左側に中居、吾郎、慎吾、右側に木村、

剛で各自トロッコに乗って、外周を回り

ますが、途中（吾郎の位置はアリーナＤ

ブロックあたり）で止まって、そこから

さらに高いリフターが上がるのですが、

我らが吾郎さんはスタンドのほうに向い

たっきり、一度もアリーナ側に向くこと

ができませんでした（泣）。地上では「ゴ

ローのばか～～！！こっちむけ～～」と

いう罵り声も（笑）。 
３４．オレンジ：バックステージでリボ

ンリフターに乗りますが、両手放しで歌

うメンバーをよそに必死で方向転換。リ



ハーサルでは乗ることもできないのに、

ファンの前では方向を変えることもでき

るとは、、、、思わずえらいぞと言いたくな

ります。 
３５．SHAKE：個人的にはいたたまれな

いラッキーさんコーナー。他メンファン

の若い子にイケテル電話をかけてしまっ

た吾郎のような、なんとも言えない、私

としては早く終わってほしいと願うコー

ナーです。上手にお客と絡めないなら、

中居君のようにはじめから絡まなければ

いいのにと思ってしまいます。あの天使

のような笑顔で微笑めばみんなイチコロ

なのに。 
３６．オリジナルスマイル：トロッコは

反対側に乗ってメインステージに帰りま

す。中居が大阪の阪神ファンを巨人ネタ

で煽った日、慎吾はトロッコ上で阪神タ

イガースの半被を着て、マスコットなど

を投げてたのに感心しましたね。サタス



マコンビの連携プレーは随所に見られま

した。 
３７．ありがとう 

後の挨拶は剛、吾、中、木、慎の並び

でした。９日はダブルアンコでダイナマ

イトでしたが、木村君がＴシャツを引き

裂いて、客席に投げいれ。会場は全員木

村ファンかと思うくらいの阿鼻叫喚。剛

と慎吾も 後のほうでＴシャツ脱いで投

げてました。ふん、ぜんぜんうらやまし

くなんかないわい！！！！（←血の叫び）。

このままライブで一度も吾郎の裸を拝ま

ないまま、私は死んでいくんだろうな（←

やるせない）。 
 
なんて 後はかなり情けないのですが、

大阪３日間通しての感想は「ＳＭＡＰ

高！」「私のテンションチョモラン

マ！！」としか言えません。一秒も気を

抜けないくらい楽しい充実した時間を過



ごすことができました。今年はジャンク

ションでも全部５スマが出てくるし、変

なコントもないし、群れはそこかしこに

あったし、吾郎はカッコよくて、歌がう

まくて、まぶしくらいに輝いていました。

終日は短縮になってしまったけど、そ

れでも大阪３日間やろうと頑張ってくれ

たスマさん達の心意気は感じましたよ。

本当に今年ライブやってくれてありがと

うです。またＭＣを含めた完全版を作っ

てあらためてコメントします。 
 
 


