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　昨年末、CODE-Vはデビュー当初よ

り目標に掲げていた武道館ライブを達成

し、ひとつの区切りをつけた。今年1月

に韓国で開催されたファンミーティング

では、ウシクとテフンというふたりの新

メンバーの正式加入が発表された。これ

か ら し ば ら く は 軍 隊 の な か か ら 新

CODE-Vを見守ることになるナロ、サ

ンウ、ルイ。ソルが率いる新CODE-V

に託す次なる夢、そして自分たちの新し

い目標とは？

──武道館公演はファンとの一体感がハ

ンパなく感動的でした。振り返ってみて、

この公演は、自分の歌手人生にとって、

どんな意味があったと思いますか？

ルイ　今まで「夢は叶わないもの」と思

ってやってきましたが、武道館公演とい

う夢が叶い、僕の人生にとって大きな節

目となりました。これからは「夢は叶う

もの」と思って、もっと大きな夢に向か

ってがんばっていきます。

ソル　最初から僕たちの目標だったし、

みんなの力で夢を叶えることができまし

た。これからの人生を生きる力になりま

した。僕の人生で大切な宝物です。

サンウ　同じく僕にとっても宝物です。

とてもすばらしいステージで、いつも応

援してくれるファンの前で歌うことがで

きてうれしかったし、みんなとひとつに

なって、最後まで最高に盛り上がれて楽

しかったです。

ソル　CODE-V ってこんなグループで

すよ、というのを見せられたからすごく

満足。夢のような一日でした。

──ファンにとっても夢だったし、入隊

前最後のワンマンということもあって、

涙するファンも多かったですね。

サンウ　途中泣いた人もいらっしゃいま

したが、最後はみんなの笑顔が見られて、

幸せでした。

ソル　除隊後、日本に戻ってきて、ファ

ンのみなさんと再び武道館で会えたらい

いなと思います。

──もっとも記憶に残っている公演中の

出来事は？

ルイ　僕は最初から最後まで感動をもら

いました。なかでも、オープニングでせ

り上がったときに舞台から客席を眺めた

瞬間が一番感動的でした。あらかじめス

タッフの人から「今日の公演は満席じゃ

ないよ」と聞いていて、「空席が多いかな」

と思ったんです。でも、ステージから客

席を見たら、たくさんの人がいて、本当

にうれしかったです。

ソル　「Song for you」をみんなと一緒

にアカペラで歌った瞬間が一番忘れられ

ません。日本全国のミラクル（ファンク

ラブの名前）とひとつになって歌うのは

初めてでしたから。

サンウ　ファンの人がサプライズで、ソ

ル以外の3人のために「約束だよ」って

いう紙を掲げてくれたのが感動的でした。

ソル　僕も「約束だよ」のメッセージに、

胸が感動でいっぱいになりました。

──「約束だよ」はソルさんが3人に内

緒で仕掛けたサプライズです。

ソル　4人での2013年最後のコンサート。

ファンの人もたぶん「メンバーに何かし

てあげたい」と思っているだろうし、僕

もそうだったから。大成功でした。

──2011年末のプレデビュー以来、ずっ

と走り続けてきましたが、日本でやり残

したことはありますか？

ソル　プライベートであまり旅行ができ

なかったのが残念。メンバー全員で札幌

や沖縄とか遠い場所に行きたかったです。

ルイ　僕は富士急ハイランドやディズニ

ーランドに行きたかった。どちらもすぐ

行けそうなんですが……。

サンウ　いきものがかりさん、ミスチル

さん、EXILEさんなど、行きたくても

行けなかったライブがたくさんあります。

ソル　僕は地上波の音楽番組に出たかっ

た。また日本に来るときにはぜひ出演し

たいです。

──日本の活動で一番思い出深いことは

何でしょう？

サンウ　47都道府県をまわっていろんな

地域の名物や風景を堪能できたことです。

ルイ　僕はインストアライブ。ファンが

ひとりひとり増えていくのを実感しまし

た。そして、僕たちの歌を聴いてくれる

ファンの笑顔が一番、印象的でした。

ソル　2013年5月の渋谷公会堂のコンサ

ートのエンディングで、武道館ライブの

ことを初めて発表したとき。その瞬間の

会場のどよめきと熱気が今も忘れられま

せん。

ソル　もちろん、僕は武道館のワンマン

ライブです。

──さて、新CODE-Vについて気にな

っているファンがたくさんいます。みな

さんもオーディションに参加し、武道館

でメンバー候補生7人をファンに紹介し

ました。そして最終的にウシク、テフン

のふたりの正式加入を発表しましたね。

ソル　オーディションで感じたのは、み

んなかっこよくて若いなと。しかも歌が

うまい。いいなぁって思いました。たく

さんの応募者のなかから30人と会い、そ

こから僕らの想いを任せられる人を選び

ました。

サンウ　自分たちの若かった頃を思い出

しました。がんばろうとする姿を見て、

このふたりなら大丈夫だなって確信しま

した。

ルイ　僕も2014年からのCODE-Vが楽

しみだなって思いました。軍隊のなかか

ら、いちCODE-Vファンとして応援し

僕らの夢は武道館では終わらない！
4人が見つめるネクストゴール
常にファンと歩み続け、日本武道館公演というミラクルを起こしたCODE-V。
ワンマンライブを無事に成功させた4人はいま何を思う？
入隊するナロ、サンウ、ルイの3人、そして新メンバーを迎えて新たに発進するソル。
CODE-Vの新たな旅立ちを飾る“どこまでも前向き”な兵役前ラストインタビュー。
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