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シリーズ特集（3）　「“今”のジャズ喫茶」『ジャズカントリー』

J.J.J.

Japan Jazz Junction

昼と夜の顔をもつ店

今回はいつも月例会でお世話になっているジャズカントリーを訪問しました。銀座の真ん中で開店して今年で30周年、ア

ナログレコードにこだわり、ハードバップを中心に馴染みのお客さんが長いお付き合いを続けています。

本誌　開店したのはいつ頃のことですか。
野々宮　１９７５年の５月ですから、今年でちょうど３０年
になります。
本誌　このお店を開こうという動機は何かあったのですか。
野々宮　私自身は、中学生の時分からジャズを聞いていまし
たから、ファン歴としてはかれこれ４０年にもなります。学
生時代に新宿のＤＩＧとか有楽町のママという店でアルバイ
トをしていまして、本音としてはレコード制作の仕事をやっ
てみたかったのですが、思うに任せなくてこの道に入ってき
ました。

■店の入り口ぎっしりとボトルが並ぶ

学生時代は、完全にジャズ喫茶に入り浸って聞いていまして、
毎日のようにレコードを聞いていました。そうこうしている
うちに、ちょうど居抜きのいい物件がありまして、姉がジャ
ズ喫茶でもやってみようかと言い出して、実は軽い気持ちで
始めたのです。ですから、ほとんど改装もしないでここを開
店しました。建物そのものは、東京オリンピックの前後に
建ったかなり古いものだろうと思いますが、今でもそれほど
手を入れないままですから、昔のままの雰囲気を保っている
のではないでしょうか。
本誌　ジャズ喫茶のアルバイトというのは、結構学生にとっ
てはカッコのいいものだったのではありませんか。
野々宮　そうです。ジャズそのものの人気が高かったですか
ら、バイトとしては一種の憧れだったように思います。７０
年頃というのはどこの店もいつでも満席でしたから、ジャズ
喫茶にとって黄金期でしたね。
本誌　その当時のバイト経験というのは、今仕事をする上で
活きましたか。
野々宮　それは有形無形で大きな糧になっています。
本誌　こちらのお店は、昼と夜とでは営業形態が少し変わる
とお聞きしているのですが。

野々宮　最近はだいたい正午に店を開けて、午後の５時半ま
では私が店を運営していますが、１時間休憩して６時半から
私の姉が交替して夜の１１時半ぐらいまで営業しています。
昼から夕方の部はいわゆるジャズ喫茶で、夜からはジャズ
バーというスタイルになってお酒を召し上がる方が中心にな
ります。
本誌　客層は異なるのですか。
野々宮　ええ。妙な話ではありますが、店にいらっしゃると
いうよりも、人に会いに来るというところがありまして、私
に会いに来られる方と姉に会いに来られる方とほぼ分かれて
いますね。昼の部と夜の部でお客様がお互いに交流するとい
うこともほとんどありません。
本誌　ターンテーブルに載るレコードの傾向には特徴があり
ますか。
野々宮　開店した時期は、クロスオーバーからフュージョン
と、スタイルとしては何から何まで出尽くしてしまった時期
で、またジャズの原点に戻ろうかという時期でした。私の好
みでハードバップ中心にレコードを集めていましたので、当
時の感じと合いまして、お客さんも昔は大変多く入りまし
た。開店の前から待っていらしたり、満席で入り口に並ばれ
たりということもありました。かつては昼過ぎの時間帯です
と、座れないぐらい大勢いらっしゃいました。
本誌　フリーとかフュージョンの波があって、原点に帰りた
いということでしょうか。
野々宮　ええ、やはりハードバップは、ジャズの原点です
ね。それは私どもの年代にとっては強烈に残っている感覚で
すが、多くの人にとっても今でも変わらないと思いますよ。
こういう狭い店ですから、スタイルをはっきり分けられると
いうのも特色なのですよ。夜は酒が中心ですから、ヴォーカ
ルとか割に柔らかい感じのものをかけて、昼間は最初からガ
ンガンやろうと最初から思っていました。そういう内容が好
きな方が多いものですから。

■アンプとアナログプレーヤー
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本誌　夜は静かにということですか。
野々宮　夜になるとボリュームも少し下げまして、お酒を飲
みながらゆっくり聞けるジャズが中心になります。
お客様もTPOに合わせて昼間いらっしゃる方は、ガンガン
聞きたいという方が多いですね。
夜は姉の運営ですが、この通りキープされているボトルも
いっぱいで、それなりにお馴染みさんも多いですね。２，３
年前にボトルが見る見る減ってしまった時期があったのです
が、ここのところまた増えています。

立地の良い「隠れ家」
本誌　近頃閉店するジャズ喫茶も多くて、そのうちジャズ喫
茶が重要文化財になってしまうのではないかなんて仲間内で
冗談を言っているのですが、来客の人数とか以前と比べてい
かがですか。
野々宮　うちもご多分に漏れず不景気ではあるのですが、場
所の良さで救われているところがありまして、それなりにお
客様には来ていただけています。お客様も地の利があるから
うまくいっているのではと言ってくれています。うちは銀座
のド真ん中で交通の便も比較的いいですから、気軽にサラ
リーマンの方が立ち寄るということが多くて、だいたい８割
はサラリーマンの方ですね。あいている時間に30分でも１
時間でもジャズを聞きたいという方が立ち寄るということが
多いようです。
本誌　表通りから少し入った目立たないところというのも、
立ち寄りやすいのではないでしょうか。
野々宮　そうです。都心の中心でも一歩路地を入っているの
で、ひととき落ち着いて居られるということがあるのでしょ
うね。その代わり、どこかでうちのことをお知りになって訪
ねてきても、最初は場所がわかりにくいということがあるよ
うですけど、一回来られるとそんなに迷うこともないようで
す。
サラリーマン以外の方では、この辺りで商売をされている方
が多いですかね。学生がほとんど来ませんね。ほかのお店は
どうなのでしょうか。
本誌　全体がどうかはわからないのですけど、どちらの店も
来客は少なくなって、とくに学生が来なくなったようです
ね。
野々宮　やはりそうですか。われわれの学生時代はむしろ
ジャズを聞くのは学生が中心だったような気がするのです
が、今の学生は音楽の好みが変わってしまったということな
のかも知れません。音楽に関心のある若い人は、今のほうが
圧倒的に多いとは思うのですが、町中で見ていてもｉポッド
とか持ち運びできる装置で聞く若者が多い、つまり音楽の聞
き方がかなり違ってきているのだろうと思います。そういう
聞き方の変化がジャズ喫茶の衰退の一因になっているような
気がいたします。
それと昔は大きな再生装置を家庭に置ける人は限られてい
て、音量も思いっきり大きくというわけにもいかなかったで
すから、ジャズを体ごと聞きに行く特別な空間がどうしても
必要だったということもあります。全体として、どこか身構
えてジャズと対峙するというところがありました。今は豊か
になってきて、一般の方でもわざわざジャズ喫茶に出かけな
くてもジャズを享受できるようになってきました。そして
ジャンルに関係なく、気軽に音楽をどこででも聞いて楽しむ
という姿勢になってきました。それが正しいかどうかという
ことは言えないのですが。

どちらのお店でも、新しいお客さんが来店される機会が少な
くなっているのではないでしょうか。
本誌　私どもも集まると、ジャズが下火になってきたという
話はするのですが、そのいっぽうで一日一回はどこかでジャ
ズを聞いていて、興味がない人はそれがジャズであることを
意識していないだけなのでしょうね。
野々宮　時間の使い方も変わってきているのかも知れませ
ん。お客さんがここに居てくださる時間も以前に比べると短
くなっています。昔は２，３時間も聞いていらっしゃるお客
さんも多かったのですが、せいぜい３０分か１時間しかいな
いというお客さんもかなりいます。
本誌　アナログにこだわり続けてきたとお聞きしています
が。
野々宮　そうです。やはりいらっしゃるお客様はＬＰがお好
きな方が多いので、９０パーセントはＬＰをかけています。
ただ最近はＣＤでなければ聞けない音源も増えてきましたか
ら、ＣＤプレーヤーも使ってはいます。とくに新しい録音
は、ＣＤでしか発売されないものが多いので致し方ないとい
うところですね。
本当はＬＰだけでやっていきたいのですが、時代の風潮には
逆らえません。それでもお客様のご要望は圧倒的にＬＰが多
いですから、できるだけアナログの良さを守っていきたいと
は思っています。

戻ってきた熟年ファン
本誌　お客さんの好みなどに変化は感じられますか。
野々宮　大きな変化はないですね。うちにいらっしゃるお客
様は、頑固というかはっきりした好みをもっていらっしゃる
方が多いので開店当時からほとんど同じですね。８割以上
は、ハードバップのファンの方々です。やはりメジャーとい
うか、典型的なジャズをお聞きになりたいというお客様が訪
ねてきてくださるということでしょうか。

■ジャズを語る野々宮　義明氏
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本誌　かけるものもほとんどハードバップということです
ね。リクエストなどはお受けになられるのですか。
野々宮　以前は、「リクエストお受けします」みたいな張り
紙をしていましたので、ご希望を言ってくださる方も多少は
いらしたのですが、今は滅多に「この盤を」と言う方はい
らっしゃいません。
初めて来られた方には好みをお聞きしてかけますが、長いあ
いだ通って来てくださっているお客様が多いので、それぞれ
の方の好みがだいたいわかっています。ですから、リクエス
トをされなくても阿吽の呼吸で、こちらからお好きなものを
かけてしまうことが多いですね。たまに、何かかけましょう
かという形でおたずねしますが、ほとんどの場合はお任せと
いうことになります。
全体としては、ヴォーカルやビッグバンドを好まれる方は少
数派ですね。
本誌　逆に言うと、お任せしてハズレがない、変わらないこ
とを求めてくるということなのでしょうね。
野々宮　そうですね。安心して聞きに来られるということが
あるのでしょうね。
一息入れたい時に、ゆったりとしたジャズを聞きたいという
ことでしょうかね。
ジャズの人気があった頃に学生時代を過ごされて、今ちょう
ど会社の定年を迎える年代になったという方が最近増えてい
るように思います。少し時間が使えるようになっても、行っ
て楽しむところが少なくなっているような気がするのです。
遊び場というのはどこへ行っても若い人が多いじゃないです
か。齢を重ねるとそういう場所では疲れてしまうのでしょう
ね。うちなどは昔聞いていたジャズを聞きたいという人が安
心して居られるところということなのでしょう。これからリ
タイアしてくる人も増えますから、馴染みのお客様とは今に
老人クラブになってしまうなどと冗談を言っています。
うちは３０代の若い人が約１から２割というところですね。
それより若い人はほとんど来られません。
本誌　２００７年問題などと言われて、２年先からはいわゆ
る団塊の世代が大量に定年退職を迎えますが、そんな人々の
居場所のひとつということもあるのでしょうね。
野々宮　先だってすでにリタイアされた方が来店されて、た
またまＣＤの新譜をおかけしたのですが、昔のＬＰでいいと
言われました。デクスター・ゴードンとかモブレーがかかっ
ていればそれでいいじゃない、というお客様が多いのです。
そうは言っても、店をやっている側からは、決まり切ったも
のだけという訳にはいきませんからある程度の幅を持って揃
えています。

音楽とそれを奏でる手段とは別物
本誌　レコードはオリジナルが多いようにお見受けするので
すが。
野々宮　とくにオリジナルでなければ、と拘っているのでは
ありませんが、昔から集めてきたものの中で、結果的に手元
に残っているものはオリジナルが多くなっています。
でもコレクターという方々とは少し違うと思っています。お
客様でも相当な枚数を持っている方もいらっしゃるのです
が、盤についてアレコレとうるさくは言われたくないと思っ
ています。内容が第一で、それが収まっている物体は次だと
考えています。モノに拘るのは好きじゃないのですよ。
本誌　全体でどれぐらいの枚数になりますか。
野々宮　そうですね。店に置いてあるものがおよそ２０００

枚、ほかに自宅に１０００枚ほどですかね。少しずつ入れ替
えたりしています。
本誌　再生装置とかにはこだわりがあるのですか。
野々宮　はっきり言ってそれほどの思い入れはありません
ね。
現在のシステムは、スピーカーは開店当時から使っているＪ
ＢＬの４３２０というスタジオモニターにＨＬ８９という音
響レンズを取り付けたもの。ターンテーブルはヤマハのＧＴ
２０００にシュアーの７５ＢタイプＩＩのカートリッジ、Ｃ
Ｄプレーヤー、アンプは３台目になりますがアキュフェーズ
のＣ２８０とベルエアという管球式のものを使っています。
装置は音を出すための道具という考えで、次々と新しいもの
を求めていくということはしませんね。
イギリスをはじめ、ヨーロッパでは古い良いものを大切にし
ていくということがあります。良いものがそのまま残ってい
てくれればそれでいいじゃないか、ということですね。それ
は装置も盤も同じです。
オーディオ装置でも盤でも一家言お持ちの方も少なくありま
せんが、うちでは面倒なことを言わないことにしていただい
ています。一定の水準の音が出てくれば、ジャズそのものを
楽しんでいただけると考えていますから。
本誌　客の勝手な言い分ですが、昔のジャズ喫茶らしさも残
しておいてほしいわけです。
野々宮　ここの物件は、私が探して決めたのですが、４、５
軒見た中では場所といいインテリアといい、一番ジャズ喫茶
らしい雰囲気が出せると思って決めました。

■ＪＢＬ4320 と音響レンズ

本誌　マスターご自身はこの３０年で変化してきています
か。
野々宮　それは２０代から今５０代半ばまでやってきます
と、変わらないほうがおかしいですよ。
昔はお客様と連れだってよく遊んだとかいろいろありました
が、最近はそういう機会も少なくなっています。歳をとった
ということですか。
本誌　銀座の街はどうですか。
野々宮　この時期だとクリスマスが近づいて、以前はずいぶ
んと賑わっていましたが、最近は少し落ち着いてきたのでは
ないでしょうか。
でも、銀座というのは新宿など他の街よりは昔の姿が変わら
ずに残っているところが多いのではないでしょうか。とくに
この辺りはほとんど昔のままですよ。それでも老朽化が進ん
できて、オーナーさんから建て直そうかという話もありま
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す。本音で言うと、このまま残しておいてほしいのですけ
ど。少々客足のいいところに移っても、商売にとってはいい
とはいえないところがあります。こんなところだから訪ねて
こようかというお客様も少なくないですから。

推薦盤は気まぐれ
本誌　お勧めのＬＰは何かありますか。
野々宮　先だっても雑誌の取材で同じ質問をされたのです
が、本当の話は１枚だけというのは困ったことなのです。愛
聴盤は何枚かあって、１枚には絞り切れないというのが本当
の気持ちですかね。取材に来られる度に、違ったものを取り
上げていますよ。
このあいだ取材にいらした方には、ミンガスのジャズポート
レート（United Artists UAS 5063 Reissues：United
Artists UAJS 15005 ("Mingus In Wonderland")
United Artists UAS 5637 ("Wonderland")）を推薦し
たのですが、実は最近あまり聞いていなかったものです。ミ
ンガスは、最近ではどこの店でもあまりかからなくなってき
ていますが、この盤には少し思い出があって推薦しました。
その前に取材されたときはアル・ヘイグを紹介しました。別
のときはまた別のものということになります。
私自身は若い頃にはフリージャズをよく聞いていて、コルト
レーンのインパルス盤とかアルバート・アイラーなどにはか
なり浸っていました。ところが年を重ねるとともに、オーソ
ドックスなハードバップに回帰してきたという状態です。
本誌　女性のお客さんは来られるのですか。
野々宮　私自身お酒が好きなので、以前は他のお店にお客さ
んと連れだって行ったり、わいわいがやがやと一緒に楽しん
だりいましたが、最近は少なくなっていますね。ジャズに親
しんできた年代の方が忙しいのでしょうかね。

ジャズメンの落書と思い出
本誌　入り口の天井に何人かジャズメンのサインがあるよう
ですが。
野々宮　長年こういう店をやっていますと、ジャズメンも来
店されます。ハンク・ジョーンズが書き残してくれたものも
ありますし、開店してまもなく来てくれたジュニア・マンス
のもあります。昔はエアコンがついていなかったので、見や
すかったのですが、今は注意しないとサインがあることに気
がつかなくなってしまいました。
ハンク・ジョーンズはグラディー・テイトと一緒に来てくれ
ましたね。
それからマーカス・ベルグレーブ、その左がシダー・ウォル
トン、いちばん左にビリー・ヒギンスとトニー・デュマスが
書いていきました。
もうボロボロになってきましたけどジェイク・ハナが紙切れ
に書いていったのもあります。
ジュニア・マンスが来たときはここの閉店の１１時半まで居
まして、その後六本木の『ミスティ』というジャズクラブに
家内と一緒に３人で行きました。最初は「今日はもう疲れた
からジャズクラブに行っても弾かないよ」と言っていたので
すが、あそこにはスタインウェイのピアノが置いてあるし、
満員だったお客さんも気がつかれて、気持ちが動いて演奏す
ることになったのですが、ノリに乗って本人もいらしたお客
さんも楽しいひとときを過ごしました。
本誌　聞くほうは無料だったわけですか。
野々宮　そうです。正規の出演ではないですからね。実に幸

■ハンク・ジョーンズのサイン

運だった。
ピアノの山本剛さんがハウスプレーヤーを勤めていた店で、
スリーブラインドマイスのレーベルで『ミスティ』というア
ルバムも出していますね。
本誌　ソロピアノですか。
野々宮　いいえ。山本さんと交替してトリオで演奏してくれ
ました。
そこにサインがあるから、１９７７年の４月３０日のことで
すね。実に穏やかな感じで演奏家としても人物としてもいい
人でしたよ。午前３時ぐらいに食事をして帰っていきまし
た。
そのときに「いつもはジャズをお聞きになるのですか」と訪
ねたのですが、いつもはほとんどフランメンコギターを聞い
ていると言っていました。何となくわかりますね。本当に
ジャズが好きなのでしょうけど、やはり仕事という面が強く
あって、リラックスするときは別のモノを聞きたいのかなと
思いました。
ハンク・ジョーンズが来たときは、旅行用の鞄が壊れてし
まって、一緒にデパートへの買い物について行きました。し
ばらくしてコンサートに行ったら、そのときのことを覚えて
くれていて「オーッ」って声をかけてきて感謝してくれまし
たよ。あれぐらいのクラスになると、皆さん紳士です。ひと
つの道で成功を収めた人は物腰が穏やかになってくるという
印象が強くあります。

■天井に書かれたジュニア・マンスのサイン



本誌　ほかに思い出に残っていることはありますか。
野々宮　マーカス・ベルグレーブというトランペッターは、
日本でしばらく演奏活動をしていまして、この店によく来て
くれました。天井にサインもありますが、プレステッジのア
ルバムにもサインを入れてもらいました。一般にはそれほど
知名度が高いとは言えない人ですが、この店にとっては懐か
しい存在です。
本誌　最後にこれからのジャズ喫茶ということで何かお考え
のことはありますか。
野々宮　ジャズそのものはもちろん、ジャズ喫茶という空間
もまたひとつの文化ですから、往年の賑わいはなくてもそれ

■マーカス・ベルグレーブのサイン

■マーカス・ベルグレーブも演奏している『プレジャーベント』

【編集後記】
いつも月例会ではお世話になっているのですが、野々宮マスターとじっくりと話すのは実はこれが最初。その昔ジャズ喫

茶のマスターというのはそれなりに接近しにくい方が少なくなかった。初心者にとっては何度か通って初めて一言二言と

口をきくという感じだった。

以前はともかく、この日お会いした印象は、時代には媚びないで「古き佳き時代のジャズ喫茶」をひたすら守り続けて、お

客にはゆったりとくつろげる雰囲気を演出しようとしているようにお見受けした。

泰明小学校の向かいの路地を入って地下に降りる、そこは都心のド真ん中にあるひとときの「隠れ家」だった。

２００５年１２月６日（取材　石井宏一）

「JAZZ　COUNTRY」

住所：東京都中央区銀座６－２－６　電話：０３－３５７２－７６８４

営業時間

コーヒータイム:ＰＭ０：００～５：００（土曜日のみＰＭ２：００より）

バータイム　ＰＭ７：００～１１：００

休み：日曜祝日（バータイムは土曜日も）

交通：営団銀座線、丸の内線、日比谷線「銀座」駅、ＪＲ「有楽町」駅他

詳細地図は、http://www.kjfc.info/map_jazcoun.gif を参照

メニュー：コーヒータイム　珈琲・紅茶 500 円、ビール700 円

　　　　　バータイム　ボトル8000 円（チャージ3000 円）

ぞれのお店が工夫しながら存続していってほしいと思ってい
ます。
私も元気なうちは、あまり力みすぎない程度に頑張っていき
たいと考えています。



J.J.J.
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Ｙも含めてジャズ喫茶・ジャズバー好きのバイブルと言えば
「ジャズ日本列島」（ジャズ批評社）ですが、久し振りにその
「ジャズ日本列島」がこの秋発刊されました。
早速購入し内容をチェックしてみると、その軒数の少なさに
は驚きました。
Ｙの部屋には76年、80年、86年、95年の「ジャズ日本列島」
もありますが、だんだん薄くなるのが寂しい限りです。
それでも、地方に出張に行った時などはまさに「道標（みち
しるべ）」で、これ無くしてはあの楽しみは味わえません。
　
11月某日、Ｙは岡山県倉敷に出張がありましたので、「バイ
ブル」片手に飛行機に乗りました。
　昼前に着いて、取引先と昼食を「アイビースクエア」でと
りましたので、早速近くのジャズ喫茶でお茶を飲むことにし
ました。
　事前に調べておいたのですが、あの「美観地区」からすぐ
の場所で、「アイビースクエア」からも数分の場所にそのお
店はありました。

「Ｙ's ROOM　No.1４」
「Ｙ　倉敷のジャズ喫茶、ジャズバーを巡る」 2005.12 Ｙ．Ｓ．

※「ＡＶＥＮＵＥ」（倉敷市本町１

１－３０）
「美観地区」の景観に溶け込んだ白
壁のとてもお洒落な入り口でした。
中は思ったより広くカウンターの前
にグランド・ピアノとドラムセット
が置いてあり、ライブが出来るス
ペースが確保さ
れています。
開店から３０数年の老舗で、昼はＪ
ＢＬ　Ｄ１３０でレコードを聴き、
夜はライブを楽しむ事が出来る贅沢
なお店でした。
http://www.sound.jp/avenue/index2.html

今回はこのお店だけと思っていましたが、午後新規の取引先
（プリント関係の会社）に訪問した時に状況が変わってきま
した。

この会社で商談をしていた時に、テーブルにジャズのライブ
のパンフレットがはさまっていたのを目ざとく見つけたＹ
が、そこの会社の社長に「ジャズがお好きなんですか？」と
質問したところ、なかなかのジャズ好きで、地元でのライブ
やジャズバーに足を運んでいるとの事。意気投合し「今日の
仕事が終わったらジャズバーを案内しますよ。」という事に
なりました。
　
そして、その晩案内して頂いたのが、まず

※「フィフティ」（倉敷市阿知３－２２－２３）

開店５年目の新しいお店ですが、３０００枚のLPを真空管
のアンプと自作のスピーカーで聴かせてくれる、こだわりの

お店でした。
マスターはなかなかのダンディな元アイビー青年で、ジャズ
の話の他にアイビー・ルックの話で盛り上がりました。
　
その次のお店は倉敷駅前のビルの中にありました。

※「サムシング」（倉敷駅前シティプラザ西ビル２F）

いわゆるカウンターバーにテーブルがあるジャズバーです
が、ここにお店を構えて26年（その前に別の場所で10年）
の老舗で、マスターは山下洋輔をはじめ演奏家との親交も深
く、入り口の扉の裏側には著名な演奏家のサインがビッシリ



J.J.J.

L M

書かれていました。

かかる曲はピアノトリオやヴォーカルが中心で、お酒を飲み
ながら会話を楽しむ事ができる空間でした。
　
　この日は思いもかけず、３軒もお店を廻る事が出来、Ｙに
とって大満足の一日でした。

　そして、この話しには後日談があります。

丁度年末にＫＪＦＣの忘年会がありましたので、会員の皆に
そのＴシャツを披露し、その後「ジャンケン大会」の景品と
して提供しました。

地方の未知のお店に行く楽しみ、そして出会い。
これだからＹのジャズ喫茶、ジャズバー巡りは死ぬまで続き
ます！！

１２月に入って、今回案内をして頂いた方からＹに荷物が届
きました。
そこにはＴシャツが入っていましたが、そのＴシャツを広げ
て驚きました。
それは「ＫＪＦＣの会報」の表紙のイラストが、18枚もプリ
ントされたオリジナルのＴシャツではありませんか。
おそらくＫＪＦＣのＨＰからコピーした写真をプリントした
物ですが、その好意に大変感激しました。



映画館ジャズライブ VOL 3
 宮之上貴昭＆伊藤潮 ACOUSTIC JAZZ LIVE           05/11/20

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渋谷　秀夫

「映画館」と１０回にも満たない“知る人ぞ知る”
デュオと言った存在であるが、ＫＪＦＣとは縁が
ある。

小西徹の愛娘小西理枝さんもこのデュオの大の
ファンで「リラキシン」でよくお会いした。数年
前ＫＪＦＣの為に宮之上さんの今は無きお店であ
る国分寺「キリキリぶらうん」でライブを企画し
て下さりホームグランドでこのデュオを楽しんだ
事もあった。

さて、当日は「映画館」の常連の方々、ＫＪＦ
Ｃのメンバー、伊藤潮さん関係のミュージシャ
ン、中でもボーカルのラモーナと邂逅出来嬉し
かった。二人のセットアップは宮之上さんはセミ
アコーステックな愛器を生かすべく小さなギター
アンプ、伊藤さんは一切アンプ使用せず楽器本来

のサウンドに顧慮したものだった。
「当日の演奏曲目に付いて」

ファーストセット

＊ 「ライク・サムワン・イン・ラブ」
ジミー・ヴァン・ヒューゼンの曲は玄人受けする曲が
多い。このデュオの初ライブのスタートも同作者の

「ザン・ザット・ドリーム」だつた。この名曲ジャズボー
カルでは、エラ・フィッツジェラルド、ポップス系で
はジョニー・マチス、ジャズピアノではデューク・ピ
アソンそれぞれの名唱名演があり、アミーゴ川上もこ
の曲を得意としていた。二人によるデュオは美しいイ
ントロのギターサウンドからテーマを紡ぎ出し、ミデ
アムテンポでベースとの対話が自然な流れでスタート。
＊ 「クレイジー・ヒー・コールス・ミー」
良く歌手が取り上げるカール・シグマン、ボブ・ラッ
セル共作のバラードナンバー。ビリー・ホリデイの決
定的な名唱がある。切ない女心を唄った曲を情緒豊か
にデュオプレイで展開させていて秀逸。
＊ 「オータム・リーブス」
アップテンポで一気呵成にうたいあげるギターのスリ
ルに富んだアドリブ、続く卓越したベースソロのバッ
クでのキザミがテンションを持続させつつ盛り上げエ
ンディングに向けて疾走する。
＊ 「ラブレター」
ヴィクター・ヤングの曲。小西徹も良く取り上げてい
た。曲を抉るような彫の深いギターアドリブ、情感溢
れたベースソロがこの耳慣れた曲を新鮮なものとして
いて流石と思わせた。
＊ 「ソー・ダンソ・サンバ」

“私はただサンバを踊るだけ”と言うアントニオ・カル
ロス・ジョビンによるボサノバの名曲。ジャズではク

J.J.J.

2004年11月からスタートしたジャズ喫茶「映画館」
のジャズライブ、今年を締め括る3 回目のライブはア
コースティックジャズの醍醐味を満喫させてくれた宮
之上貴昭＆伊藤潮のデュオセッションであつた。

日本ジャズを担っている二人を迎えてのライブは、
日程の問題で紆余曲折したがお二人のご協力によって、
ミュージシャンにとって最も多忙な時期に何とかスケ
ジュールを調整して頂けた事を、改めて感謝したいと
思う。

私がこの 5 年間このデュオに傾注してきたのは、
2000年5月の初ライブの衝撃によって、これほど音楽
的に濃密な対話の妙味がジャズとして昇華されている
デュオは無いのではないかと思ったからであった。そ
して瞬時に宮之上貴昭のファンになった、と同時にこ
のデュオを呼びかけた伊藤潮の慧眼に素晴らしい
ミュージシャンシップを感じたのだった。

本セッションの紹介の前にこの類まれなデュオの成
立と経過について認めておきたい。

小西徹のメモリアルアルバム発表（1999/9/26）以
降、伊藤潮のライブに出向く中でこのデュオに巡り合
えた。コンサートやその他のイベントでよく知悉した
間柄であったが、不思議と共演した事は無く伊藤潮の
呼び掛けで六本木「リラキシン」でライブが実現、約
一年位１-２ヶ月に１回のセッションが継続されていた
が、以降は断続的で下北沢のギャラリー「ゾーエー」で
２回、「リラキシン」でも２-３回あったと記憶するが、
２００１年９月アルバム「オータム・ノクターン」の
レコーディングを経て、ここ数年は私が半年係わった
戸塚「ハミングバード」、今年４月関内にあるカフェー
ギャラリー「アルジマウケ」、そして今回のジャズ喫茶



レア・フィッシャーの隠れたる名演がワールドパシ
フィックにある。思わず踊りたくなるような躍動感の
横溢したデュオサウンドが、ダイナ、イパネマの娘、
ディサフィナード、ゴーイング・アウト・オブ・マイ・
ヘッド、他の曲やフレイズを引用したユーモアに満ち
た超絶技巧のアドリブが、このデュオの本領を発揮し
ていた。
＊ 「ドゥ・ユー・ノウ・ファット・イット・ミーン・
トウ・ミス・ニューオリンズ」
１９４６年映画「ニューオリンズ」の主題歌でルイ・ア
ルター作。
ニューオリンズのストリーヴィル閉鎖、その哀しみを
唄ったスタンダードナンバー。北村英治、小西徹の
デュオに依る名演がテイチクにあり、上記サントラ盤
でサッチモとビリー・ホリデイ、名花リー・ワイリー
などがある。曲のメロディーを慈しみながらしみじみ
としたテイストを感じさせるトラックであった。
＊ 「ブルー・イン・ブギー」
ディジー・ガレスピー作の著名なバップナンバー。自
身の演奏、勿論ウエス、マイルスの代表アルバムで知
られた曲。ベースの心地よい４ビートにのって、テン
ションとリラクゼーションを織り込んだギターによる
自由に飛躍するアドリブ、ハードグルーブの最良な瞬
間が垣間見える。
セカンドセット

＊ 「エンジェル・アイズ」
マット・デニス作の良く知られた曲。自身の弾き語り、
シナトラ、カーメン・マクレーらのボーカルが有名。バ
ラードでスタートしたデュオは様々にテンポを変えつ
つメロディーを繋いで、思わぬ展開に成りそうでなら
ない均衡をキープしつつベースとの楽しい対話が進行
して行く。このデュオの醍醐味を感じさせる演奏。
＊ 「Ｄナチュラル・ブルース」
ウエスのオリジナルブルース。ダウン・トゥ・アース
なブルースナンバーがグルーヴィな展開を帯びてデュ
オの多彩な面が良く出ていた。
＊ 「ワイプス・アンド・ラバース」
バート・バカラックの曲は難曲が多いとか。この曲も
例外では無く変化に富んだ曲調がさらなる起伏あるア
ドリブを誘発し随所にスリリングなデュオプレイが聴
かれた。
＊ 「イット・マイト・アズ・ウェル・ビー・スプリン
グ」
内外とわずよく歌手が取り上げるリチャード・ロ
ジャースの曲。唄ではフランキー・ランドール、ドリ
ス・デイ、インストではアイク・ケベックの演奏が記
憶される。歌詞を踏まえた、浮き立つような二人のプ
レイが心地よい。
＊ ｢アイブ･グローウン･カスタム･トゥ･ハー･フェイス」
フレデリック・ロウ作になるミュージカル“マイ・フェ

J.J.J.
ア・レディ”中のナンバー。このデュオの正調なヴァー
ジョンとしてこの名曲がメロディーを生かしながら静
かに演奏された。
＊ 「ラブ・フォー・セール」
数々の名演を生んでいるコール・ポーターの有名曲。
モンクのエピストロフィーを内包したテーマから４
ビートのギターアドリブが新鮮、続くベースソロも
バックのキザミをえて、リズミックでクリエイティビ
ティ溢れたパートを構築していた。
＊ 「サンセット・ストリート」
宮之上貴昭のオリジナルナンバー。帰路にたつすべて
の人を包み込む雄大な夕陽をイメージして作曲したの
だと言う。テンダーな雰囲気を包み込んだ、スケール
の大きなギタープレイが素晴らしい。
＊ 「エアージン」
ソニー・ロリンズのオリジナルチューン。アップテン
ポで奏され、ギターアドリブではエリントンやモー
ツァルトまでが顔を出すがテンションの高いアドリブ
展開によって終始、手に汗握る力演となつた。
＊ 「シャイ二―・ストッキング」
アンコールに応えた当日のラストナンバー。フラン
ク・フォスター作曲、ベイシー楽団で有名になつた曲。
充実したセッションを終えた安堵感とデュオのさらな
る頂を極めた達成感が二人のリラックスしたプレイか
ら感じられた。

セット終了後、映画館、ＫＪＦＣの有志でお二人を囲
んでの時間があり、ライブの余韻を楽しんだ。
それにしてもこの“知る人ぞ知る”デュオの最良の演
奏が聴け且つ記録出来た事に大きな安堵を覚える昨今
である。どの様な素晴らしいグループでも、長く続け
たいと思っても様々な状況の推移の中で継続出来ない
事が間々ある。だからこそライブは“一期一会”なの
だろう。その際立ったパフォーマンスを自分が今年係
わったライブのベストとして最高なかたちで定着でき
た事に今安らかな気持ちに成っている。
今後は、出来る限り継続出来る環境を整えることと同
時に、この類稀なデュオをここ映画館でアコース
ティック・ギターによる再演を切望したい。



ＤＩＳＫ　　　　　　　　　　　　　　　
紅　我蘭堂

ＳＴＲＡＩＧＨＴ ＡＨＥＡＤ／村田　浩（What's New WNCJ-2149）
村田　浩（tp）　澤田一範（ts）　松本全芸（p）　矢野伸行（b）　宮岡慶太（ds）2005年１月25
日26日、2月7日録音

1.SPLIT KICK  2.OUT OF NOWHERE  3. IF YOU LOVE AGAIN  4.ONCE IN A WHILE  5.
WABASH  6. LION AND THE WOLF  7.OLD FOLKS　8.SWEET JUICE　9.MAMA INEZ

10.MOOSE THE MOOCHE
年を言って申し訳ないが、もう還暦を越えている村田　浩さんはもちろん大ベテランだが、このアル
バムを聴いてぶっ飛んでしまった。若い！というか、ここまで50年代・60年代にこだわったアルバ
ム制作は珍しい。なんかアート・ブレイキーとジャズ・メッセンジャーズ、ホレス・シルバー・クイ
ンテット、ジョージ・ウォーリントン・クインテットなどのアルバムを聴いているようだ。まさにタ
イトル通りストレートな50年代ハードバップを追求している。失礼な言い方を敢えてすれば、村田
さんは年齢のわりにお若い演奏をされている。私は「ONCE IN A WHILE」の瑞々しい上に感情のこ
もったバラードプレイにしびれた。自筆のライナーノーツに「bop」が好きで、これからも「bop」を
やって行きたいと書かれているが、私の個人的な趣味からすると、変化球が少し多くなってきている
ような最近の日本ジャズのなかでは、このようにストレート一本で勝負している“本格派”のジャズ
にはもっともっと頑張ってもらいたい。

J.J.J.

ＴＩＡＲＡ/ 川上さとみ(M＆I　MYCJ30339)
川上さとみ（p）　安カ川大樹（b）　原　大力（ds）　2005年3月7日録音

1.INSIGHT　2．R　3．ALONE　TOGETHER　4．TIARA　5．DEAR　BEAR　6．

OLD　ROSE  7．CAMELLIA　8．EMOTION　9．I　DID’NT　KNOW WHAT TIME IT
WAS　10．MISTY　STREAM　AND STONE
最近の若手ピアニストの台頭には目を見張るものがある。そしてまたひとりの個性的なピアニ
ストがアルバムデビューした。このアルバムを聴いた第1印象は、力強いタッチを持っている
弾き方だということと、何かなつかしいジャズだなと思ったこと。10曲のうちオリジナルが8
曲をしめているが、確かにフレーズは新鮮なものの、そのバックにあるコンセプトは私がジャ
ズを聴いて育ったバップ、ハードバップピアノに通じるものがあると感じた。いつものように
勝手な思い込みだけど、ジュニア・マンスやレイ・ブライアントなどの泥臭いブルース・フィー
リングが感じられた。粘りつくようなタッチは、聴けば聴くほどに味が出てくる。
　バックの大樹と大力の“大大”コンビも素晴らしい。できれば早く聴きたい次回作も、この
トリオでやってほしいし、もう少しスタンダード曲を演奏してもらいたい。さとみ流の味付け
には期待が持てそうだ。

ＥＶＯＬＵＴＩＯＮ/ジュン・ミヤケ(What's New WNCJ-2152)
川上さとみ（p）　安カ川大樹（b）　原　大力（ds）　2005年3月7日録音
ジュン・ミヤケ(ts、fl)、井上　智（ｇ）、REGGIE　WORKMAN(ｂ)、PHEEROAN　AKLAFF

(ds)、大野俊三(tp)　2005年3月25、27日録音
1.EVOLUTION　2.COMIN’　HOME　BABY　 3.FEE　FI　FO　FUM　 4.YARDBIRD　

SUITE 5.GEORGIA　ON　MY　MIND　 6.MIYO'S　WALK　7.ALONE　TOGETHER　

8.JUN＃2　9.ON　GREEN　DOLPHIN　STREET　10.CHESTERTOWN　BLUES
現在ニューヨークで活動しているジュン・ミヤケの2枚目のアルバム。とは言え私は初めて聴いた
のだが、豪快なトーンに正直言って驚いた。テナーサックスの太い音色をよく表現しているプレイ
ヤーだと感じた。時としてフリージャズっぽいフレーズが飛び出すが、これは独特の技法であっ
て、アヴァンギャルド志向というのではないだろう。亡くなったジョージ・アダムスもよくテン
ションを高めるために同じようなことをしていた記憶がある。むしろ9の「チェスタータウン・ブ
ルース」によく現れているように粘りつくようなブルースフィーリングがこの人の根底にあるよう
に思える。やはりニューヨークでもまれているせいなのか普段聴いている日本のサックスプレイ
ヤーとは一味違う印象があった。フルート演奏の2や7なども情感たっぷり。これからもどんどん
活躍してほしいプレイヤーです。
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ハービー・ハンコック研究・第 5 回
（“Retrospective of The Music of Herbie Hancock”）

高木信哉
（1965：『処女航海』の誕生）

　ＨＥＲＢＩＥ　　１９６5

録音日 /タイトル /演奏者　(レーベル)

1965. 1.20 ､1.21､1.22 E.S.P / Miles Davis (Columbia)

1965. 3.11 Maiden Voyage / Herbie Hancock (Blue Note)

→未発表音源 (音源紛失､ﾘﾊｰｻﾙと思われる)

1965. 3.17 Maiden Voyage / Herbie Hancock (Blue Note)

1965. 4.14 Joyride / Stanley Turrentine (Blue Note)

1965. 4.30 Sony Rollins →未発表 (RCA)

1965. 5.21 Contours  / Sam Rivers (Blue Note)

1965. 6.10 Components  / Bobby Hutcherson (Blue Note)

1965. 6.14 Etcetera  / Wayne Shorter (Blue Note)

1965. 8.12 Spring / Anthony Williams (Blue Note)

1965. 9.17 Lee Morgan →未発表 (翌日のﾘﾊｰｻﾙと思われる)(Blue Note)

1965. 9.18 Cornbread / Lee Morgan (Blue Note)

1965.10.15The All Seeing Eye / Wayne Shorter (Blue Note)

1965.10.26､11.2Jazz For The Jet Set / Dave Pike (Atlantic)

1965.11.20､12.22 Goin' Out Of My Head / Wes Montgomery (Verve)

1965.12.22 ､12.23 Miles Davis At Plugged Nickel (Columbia)

1965.12 月  In The Beginning / Woody Show (Muse)

1965 年 Inside Story / Prince Lasha (Enja)

１９６５年のハービー・ハンコック（２４歳～２５歳）は、
マイルス・デイビス・クインテットの一員として充実した活
動をする。『E.S.P』及び『Ｍｉｌｅｓ　Ｄａｖｉｓ　Ａｔ　
Ｐｌｕｇｇｅｄ　Ｎｉｃｋｅｌ』を録音する。

また３月に、ジャズ史に残る不朽の名作『処女航海』（５
作目のリーダー作）を録音する。

１９６５年は、２月に米軍が北爆を開始したことでベトナ
ム戦争が拡大した。同月、ブラック・モスリムの指導者マル
コムXが暗殺された。ジャズ界では、６２年以来ほとんど公
の場所で演奏してなかったオーネット・コールマンがカム
バックし、「ビレッジ・バンガード」に出演した。ジョン・コ
ルトレーンは、フリー･ジャズ路線に走り、『アセンション』
をレコーディングした。またドラムの名手マックス・ローチ
が『限りなきドラム』をレコーディングした。

日本では６月に日韓国交が回復し、１２月に朝永振一郎が
ノーベル物理学賞を受賞した。１１月には、渡辺貞夫がバー
クリー音楽院の留学から帰国した。１２月２４日、新宿・紀
伊国屋の裏に「ピットイン」がオープンした。やがて「ピッ

トイン」は、ニューヨークの「ビレッジ・バンガード」のよ
うな日本のジャズの重要な拠点に育っていく。

１９６５年の初め、ハービーは、マイルス・デイビス・ク
インテットの一員として西海岸ツアーに出ていた。サンフラ
ンシスコの「ベイジン・ストリート・ウエスト」などに出演
した。１月２０日～２２日、新生マイルス・クインテットは、
ロサンゼルスのコロンビア・ハリウッド・スタジオで、初の
スタジオ録音盤『E.S.P』を吹き込んだ。２年ぶりのスタジ
オ録音で、ウェイン・ショーターの加わったクインテットの
機が熟した逸品と言えるだろう。明るいジャケットで、マイ
ルスが美人の黒人女性を見上げている。その女性は、当時の
マイルスの奥さんのフランシス・テイラーである。フランシ
スは、マイルスが最も愛した女性と言われている。『E.S.P』
の他にも『マイルス・デイビス・アット・ザ・ブラックホー
ク』と『サムディ・マイ・プリンス・ウイル・カム』のジャ
ケットにもフランシスが映っている。フランシスは、ミュー
ジカル「ウエストサイド物語」に出演していた女優だ。フラ
ンシスは、マイルスを愛していたが、嫉妬深く暴力を振るう



のに耐えられずやがて離婚する。『E.S.P』のジャケットでは、
幸せそうなマイルスが印象的だが、実はジャケット撮影をし
た１週間後にフランシスが家を飛び出してしまった。マイル
スは、前年、日本へ初来日したときもフランシスを伴ってい
た。『E.S.P』には、ハービーのオリジナル「リトル・ワン」

ハービーは、マイルス・クインテットに入って、多くのも
のを学んだ。それを自分なりに試したいと作ったアルバムが

『処女航海』だった。このアルバムは、タイトル通り、新し
い音楽に向けて船出をしていくハービーの姿が認められる。
それと同時に『処女航海』は、１９６０年代のジャズが到達
したひとつの頂点になった。モード・イディオムに基いた最
良のパフォーマンスが記録されている。

４月１４日、ハービーは、スタンリー・タレンタインの
ビッグ・バンド（１６人編成）作品『ジョイライド』の録音
に参加する。『ジョイライド』は、オリバー・ネルソンが編
曲･指揮を行っている。オリバー・ネルソンは、ハービーが
ニューヨークに進出した直後、仕事をくれた人の一人であ
る。オリバー・ネルソンが編曲･指揮を行ったブルーノート
作品は、他にリー・モーガンの『デライトフリー』とザ・ス
リー・サウンズの『コールドウォーター・フラット』がある
が、中でも『ジョイライド』が破格の出来栄えである。ハー
ビーは、「リトル・シェリ」でファンタスティックなソロを
取っている。

同日、マイルス・デイビスは交通事故で調子の悪かったお
尻の手術を行った。尻の関節に向こう脛から取った骨の移植
をした。しかし経過は思わしくなく、しばらくクインテット
の活動は休止に入った。

４月３０日、ハービーは、ソニー・ロリンズの録音に参加
する（未発表作品）。前年の１月１５日から数えると７回目
である。一体ロリンズは何を考えていたのだろうか？謎であ
る。

５月２１日、ハービーは、サム・リバースの第２作目の
リーダー作『コントゥアーズ』の録音に参加する。他のメン
バーは、フレディ・ハバード（tp）、ロン・カーター（b）、
ジョー・チェンバース（ds）である。ハービーとフレディが
参加したことにより、素晴らしい作品になった。

この当時のハービーは、ビレッジ・バンガードにソロで出
演したり、ロン・カーター（b）またはリチャード・デイビ
ス（b）とトニー・ウイリアムス（ds）とのトリオで出演し
たりしていた。時には、ハービー・トリオにウェイン・ショー
ター（ts）が加わった。６５年７月２９日発売の雑誌「ダウ
ンビート」を見ると、６５年６月１０日のビレッジ・バン
ガードで演奏するハービー、ウェイン・ショーター、リ
チャード・デイビス、トニー・ウイリアムスの写真が載って
いる。

６月１０日、ハービーは、ボビー・ハッチャーソン（vib）
の『コンポーネンツ』の録音に参加した。他のメンバーは、
フレディ・ハバード（tp）、ジェームス・スポルディング（as）、
ロン・カーター（b）、ジョー・チェンバース（ds）である。
ハービーとボビー・ハッチャーソンは気の合うソウル・メイ

マイルスの『Ｅ．Ｓ．Ｐ．』録音の2ヶ月後、ハービーは、
5作目のリーダー作『処女航海』の録音を行った。『処女航海』
は、「すべて1テイク録音で、一日で録音」されたことになっ
ているが、実は1週間前にリハーサル（録音）が行われてい
た。それは、５月１１日のこと、メンバーは、フレディ・ハ
バード（cor）、ジョージ・コールマン（ts）、ロン・カーター

（b）にスチュ・マーティン（ds）である。「処女航海」、「ド
ルフィン・ダンス」、「リトル・ワン」の録音がされた記録が
残っている。ドラムのスチュ・マーティンは、前年、ハービー
がソニー・ロリンズとの録音セッションのとき、一緒になっ
たドラマーである。おそらくトニーが、スケジュールが合わ
ず、代わりに参加させたのであろう。興味深いのは、フレ
ディ・ハバードがレコード化された方では、トランペットを
吹いているが、この日はコルネットを吹いていたこと。音の
差を試していたのだろうか？この日の録音のマスター・テー
プをブルーノート・レコードは、紛失してしまい、未だに見
つからない！

それから６日後の３月１７日、『処女航海』の本当の録音
が行われた。ドラマーは、スチュ・マーティンからトニー・
ウイリアムスに代わった。他のメンバーは同じで、ただフレ
ディがトランペットに持ち替えた。ハービーは、当初、サッ
クスに親友のウェイン・ショーターを参加させるつもりだっ
たが、バンマスのマイルス・デイビスに「それじゃ、俺のバ
ンドと同じじゃないか。ダメだ。誰かに替えろ！」と言われ、
仕方なくジョージ・コールマンに頼んだ。実現していれば、
正に「Ｖ．Ｓ．Ｏ．Ｐ．クインテット」そのものである。そ
れからハービーは、リーダー作に「ウォーターメロン・マン」
や「カンタロープ・アイランド」など親しみやすいジャズ・
ロックの曲を一曲入れるが、今回は、トータル・コンセプト
を守るため、わざとそういう曲を入れなかった。良い判断と
思う。そして傑作が誕生した。

実は、「処女航海」の曲自身は、その前にTVCM用に録音
されたものがある。ハービーは、ヤードリーズ化粧品のメン
ズ用の新製品（メンズ・コロン）PRのため、楽曲の依頼を
受けた。ジャズ・ファン以外の一般の人にも自分の音楽を聴
いてもらえるチャンスと考えたハービーは、ソフィスティ
ケートされた曲を書いたのだ。マイルス・バンドで、Ｌ．Ａ．
に向かう飛行機の中でメロディが浮かび、帰りの飛行機で完
成させた。その曲に何となく「海」のイメージを感じていた
ハービーだったが、それを妹のジーンに聴かせたところ、
ジーンが「処女航海」という曲名を名付けた。同時にアルバ
ムのジャケットのイメージもハービーの頭の中に浮かび、デ
ザイナーのリード・マイルスに伝えた。さてさてＴＶでオン
エアーされた「処女航海」は、アルバムと違い、ピアノ・ト
リオで録音されたもの。15秒と30秒と、2 パターンが作ら
れ、1965年春から、3ヶ月間オンエアーされた。後にアルバ
ムが発売されたときには、化粧品の広告の中に、アルバムの
紹介も載った。このＣＭ曲を聴いてみたいものだ。

（ハービー研究・ミステリーその２：『処女航海』レコーディング･セッションの謎）

が収録されている。「リトル・ワン」のハービー自身の録音
は、３月に吹き込む『処女航海』で聴ける。

ハービーの不朽の名作『処女航海』は、実は３回の録音が
されている。その誕生の秘密について、考察を試みたい。
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トだった。二人はよくセッションをしていたので息がぴった
りで、また同じ資質を持ち合わせていたので、聴き応えのあ
る作品を作り上げた。

６月１４日、ハービーは、ウェイン・ショーターの新作の
録音に参加した。他のメンバーは、セシル・マクビー（b）、
ジョー・チェンバース（ds）によるカルテットだった。素晴
らしい内容の作品だが、なぜか発表されず、１９７９年に
なって日本から『ザ・コレクター』のタイトルでリリースさ
れた。その後、米国から『エトセトラ』のタイトルでリリー
スされ、現在はCD も発売されている。

７月１２日～１７日、ハービーは、ミルト・ジャクソンに
呼ばれ、フィラデルフィアで演奏した。

８月１２日、ハービーは、マイルス・クインテットの同僚
トニー・ウイリアムスの『スプリング』の録音に参加し、２
曲でピアノを弾く。

９月１８日、ハービーは、リー・モーガンの『コーンブレッ
ド』の録音に参加する。ハービーは、「セオラ」で見事なソ
ロを取る。

１０月１５日、ハービーは、ウェイン・ショーターの『ジ･
オール･シーング・アイ』の録音に参加した。『ジ･オール･
シーング・アイ』は、ウェインの作品中、最もフリー･ジャ
ズに接近したアブストラクトな作品である。他のメンバー
は、フレディ・ハバード（tp）、アラン・ショーター（flh）、
ジェームス・スポルディング（as）、グラチャン・モンカー
｣世 （tb）、ロン・カーター（b）、ジョー・チェンバース（ds）
と多数の人々が参加している。「メフィストフェレス」でフ
リューゲルホーンを吹いているアラン・ショーターは、ウェ
インの実兄である。この録音の２ヵ月後、シカゴ「プラグド・
ニッケルのマイルス・デイビス」の録音があることを思うと
大変興味深い内容と思う。

１０月２６日と１１月２日、ハービーは、デイブ・パイク

（marimba）の『ジャズ・フォー・ザ・ジェット・セット』の
録音に参加する。ここで注目すべき点は、ハービーのオリジ
ナル「ブラインド・マン、ブラインド・マン」　が演奏され
ていることだ。

１１月２０日と１２月２２日、ハービーは、ウェス・モン
ゴメリー（g）の『ゴーイン・アウト・オブ・マイ・ヘッド』
の録音に参加した。オリバー・ネルソンが編曲、指揮を担当
している。またもう１枚の注目作がある。それは、１２月に
録音されたウディ・ショウの『イン・ザ・ビギニング』であ
る。これは、ジョー・ヘンダーソン（ts）、ラリー・ヤング

（p）、ロン・カーター（b）、ポール・チェンバース（b）、ジョー・
チェンバース（ds）が参加したデモ・セッションだったが、
１９８９年に陽の目を見た。

さてさてマイルス・デイビスの話に戻ろう。４月にお尻の
手術をしたマイルスだったが、経過が悪く、８月にはプラス
ティックの関節に付け替える再手術をしなければならなかっ
た。１１月になってマイルスは、ようやくライブで復活し
た。しかしロン・カーターは他の仕事が入っていたので、
ベースはゲイリー・ピーコックやレジー・ワークマンを起用
した。レジーを起用したビレッジ・バンガードのライブは評
判がよかった。１２月になってシカゴへ行き、ロン・カー
ターも戻ってきたので、ライブ・レコーディングを敢行し
た。それが喧嘩セッションの異名高い『プラグド・ニッケル
のマイルス・デイビス』である。マイルス・クインテットの
作品中、最もフリー･ジャズに接近したアブストラクトな凄
まじい作品である。当初１９７７年と１９７８年に１枚ずつ
発売されたが、１９９５年に完全盤のボックス・セットが発
売され、全容が明らかになった。世界中のマイルス・ファン
は、もちろんのこと多くのミュージシャンが先を争って、買
い求めた作品である。

こうして、１９６５年のハービーは、『プラグド・ニッケ
ルのマイルス・デイビス』の録音セッションのため、クリス
マスを久しぶりの故郷のシカゴで過ごすことが出来た。こう
してハービーの『処女航海』及びマイルスの『E.S.P.』は、１
９６０年代を代表する傑作アルバムとなったのである。

「処女航海」楽曲解説　by 遠藤律子
これが、モダンジャズでは、Al t er e d  D o m i n a n t

Scale,Combination of Diminish Scale等が使われるようにな
り、長調の曲の･７に短調から生まれる音が使われたたり
と、段々アウトするサウンドを楽しむようになる。

テンションの音だけでフレーズを作ってもアウトしてい
く。

そうこうするうちで生まれたモードジャズにおいては、最
初は、･－｡をやめて、 ｡に対するドミナント感覚を、｡と
異なるキーに行く事で作り出したのだ。その時点では、アウ
トはなく、とにかく違うキーに行って、そのキーでの何らか
のスケール内の音で昔からあるフレーズを演奏していた。

その後モードジャズも発展してどんどんアウトして行くの
だが、この曲では、まだ４小節ごとに違うキーに動いて、
各々のキーに設定されたモード内の音でメロディを作ってい
る。

＊ 曲進行
イントロ：D9sus４、D9sus ４、D9sus ４、D9sus４、
　　　　　F9sus4, F9sus4, F9sus4, F9sus4,

「処女航海」は、１９６５年に発表されたリーダーアルバ
ム「Maiden Voyage」のタイトル曲。

モードジャズを突き進むスタイリッシュなサウンドで、新
しい時代に帆をかけて出航するイメージが沸く。

この曲を７０年代のジャズ喫茶で聴いた時には、随分新し
いサウンドで難しく感じたものだが、今聴くと非常にオーソ
ドックスで音階がアウトしない美しい演奏だ。

｢－･－｡を中心とするコードジャズでも｢－･－｡がな
いモードジャズでも同じく、そこに使われる土台の音階から
外れた音を使う事をアウトすると言う。外れていない事をイ
ンと言う。

｢－･－｡における･７に用いられるスケールは、 昔は長
調の･７であればMixolydian （これは、｡の音から始まるド
レミファソラシドを･の音から読むとソラシドレミファソと
なる）、短調の･７であれば、Harmonic Minor Perfect 5 Be-
low（｡から始まる和声的短音階を･の音から読む）やMe-
lodic Minor Perfect Below（｡から始まる旋律的短音階を･
の音から読む）が使われていて、インだった。
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１stTHEME：D9sus４、D9sus ４、D9sus ４、D9sus４、
　　　  F9sus4, F9sus4, F9sus4, F9sus4,
        D9sus４、D9sus４、D9sus４、D9sus４、
　　　  F9sus4, F9sus4, F9sus4, F9sus4,
        E♭9sus４、E♭9sus ４、E♭9sus４、E♭9sus4、
　　　　D♭m9(13), D♭m9(13), D♭m9(13), D♭m9(13)
,
        D9sus４、D9sus４、D9sus４、D9sus４、
　　　　F9sus4, F9sus4, F9sus4, F9sus4,
アドリブ・ソロ
１：GEORGE COLEMAN(tenor sax) １コーラス
　　　　D9sus４、D9sus ４、D9sus ４、D9sus４、
　　　  F9sus4, F9sus4, F9sus4, F9sus4,
        D9sus４、D9sus４、D9sus４、D9sus４、
　　　　F9sus4, F9sus4, F9sus4, F9sus4,
        E♭9sus４、E♭9sus ４、E♭9sus４、E♭9sus4、
　　　　D♭m9(13), D♭m9(13), D♭m9(13), D♭m9(13)
,
        D9sus４、D9sus４、D9sus４、D9sus４、
　　　　F9sus4, F9sus4, F9sus4, F9sus4,

２：FREDDIE HUBBARD（trumpet）２コーラス
　　　 D9sus４、D9sus４、D9sus ４、D9sus４、
　　　 F9sus4, F9sus4, F9sus4, F9sus4,
       D9sus４、D9sus４、D9sus４、D9sus ４、
　　　 F9sus4, F9sus4, F9sus4, F9sus4,
       E♭9sus４、E♭9sus ４、E♭9sus ４、E♭9sus4、
　　　 D♭m9(13), D♭m9(13), D♭m9(13), D♭m9(13),
       D9sus４、D9sus４、D9sus４、D9sus ４、
　　　 F9sus4, F9sus4, F9sus4, F9sus4,
　　　 D9sus４、D9sus４、D9sus ４、D9sus４、
　　　 F9sus4, F9sus4, F9sus4, F9sus4,
       D9sus４、D9sus４、D9sus４、D9sus ４、
　　　 F9sus4, F9sus4, F9sus4, F9sus4,
       E♭9sus４、E♭9sus ４、E♭9sus ４、E♭9sus4、
　　　 D♭m9(13), D♭m9(13), D♭m9(13), D♭m9(13),
       D9sus４、D9sus４、D9sus４、D9sus ４、
　　　 F9sus4, F9sus4, F9sus4, F9sus4,

３：HERBIE HANCOCK ２コーラス
　　　 D9sus４、D9sus４、D9sus ４、D9sus４、
　　　 F9sus4, F9sus4, F9sus4, F9sus4,
       D9sus４、D9sus４、D9sus４、D9sus ４、
　　　 F9sus4, F9sus4, F9sus4, F9sus4,
       E♭9sus４、E♭9sus ４、E♭9sus ４、E♭9sus4、
　　　 D♭m9(13), D♭m9(13), D♭m9(13), D♭m9(13),
       D9sus４、D9sus４、D9sus４、D9sus ４、
　　　 F9sus4, F9sus4, F9sus4, F9sus4,

　　 　D9sus４、D9sus４、D9sus ４、D9sus４、
　　　 F9sus4, F9sus4, F9sus4, F9sus4,
       D9sus４、D9sus４、D9sus４、D9sus ４、
　　　 F9sus4, F9sus4, F9sus4, F9sus4,
       E♭9sus４、E♭9sus ４、E♭9sus ４、E♭9sus4、
　　　 D♭m9(13), D♭m9(13), D♭m9(13), D♭m9(13),
       D9sus４、D9sus４、D9sus４、D9sus ４、
　　　 F9sus4, F9sus4, F9sus4, F9sus4,

2nd THEME
       D9sus４、D9sus４、D9sus４、D9sus ４、
　　　 F9sus4, F9sus4, F9sus4, F9sus4,
       D9sus４、D9sus４、D9sus４、D9sus ４、
　　　 F9sus4, F9sus4, F9sus4, F9sus4,
       E♭9sus４、E♭9sus ４、E♭9sus ４、E♭9sus4、
　　　 D♭m9(13), D♭m9(13), D♭m9(13), D♭m9(13),
       D9sus４、D9sus４、D9sus４、D9sus ４、
　　　 F9sus4, F9sus4, F9sus4, F9sus4,

Ending
D9sus４、D9sus ４、D9sus４、D9sus４、
　　　 F9sus4, F9sus4, F9sus4, F9sus4,
       D9sus４、D9sus４、D9sus４、D9sus ４、
　　　 F9sus4, F9sus4, F9sus4, F9sus4,
 fade out
＊ コードとスケール
D9sus４　ベース音がD、その上にAm７が乗ったAドリア
ン。　G のキーの･分の｢m7　　　
F9sus4,   ベース音がF、その上にCm7が乗ったCドリアン。
B ♭のキーの･分の｢m7　　　
D9sus４　ベース音がD、その上にAm７が乗ったAドリア
ン。　G のキーの･分の｢m7　　　
F9sus4,   ベース音がF、その上にCm7が乗ったCドリアン。
B ♭のキーの･分の｢m7　　　
E♭9sus４、ベース音がE♭でその上にB♭m7が乗ったB
♭ドリアン。 A♭のキーの･分の｢m7　　　
D♭m9(13)　D♭mのドリアンモードに加えてマイナース
ケール各種。
D9sus４　ベース音がD、その上にAm７が乗ったAドリア
ン。　G のキーの･分の｢m7　　　
F9sus4,   ベース音がF、その上にCm7が乗ったCドリアン。
B ♭のキーの･分の｢m7　　　

＊ 演奏
イントロ：ピアノ、ベース、ドラムスが少しヘビーなパター
ンで始まる。このパターンは曲を通して奏でられる。
テーマ：最初の１６小節は、tpとtsのオクターブユニゾンで
ジャズコンボらしいメロディの吹き方が聴かれる。次の８小
節では、コード進行に起承転結の転がおとずれて、tpが主旋
律、tsが第２メロディと分かれる。
そしてまた最初のコード進行に戻ってオクターブユニゾンで
収めている。
アドリブ・ソロ：tsは１コーラスで、各々のコードが示すキー
から外れる事なく、従来のモダンジャズフレーズを吹いてい
る。
tpのソロから、新しいモーダル奏法が提示されて行く。特に、
９小節目からのメロディは大変に印象深い、この曲と言えば
ここのメロディと誰もが言うであろう、フレディの見栄きり
だ！
２コーラス目からのソロはジャジ－にフェイクしていく。
Piano は２コーラス。tpで盛り上がった場を少しクールダ
ウンさせた全体の音で入っていく。コードジャズでのドリ
アンは主として｢m７の時に使われて、6番目の音（13thと
も言う）はアヴォイドノートとして使うのをさけるのだが、
モードにおいては、この6番目の音をドリアンの特徴的な音
として多用する。各人各々に各キーで使っている。
ハービーも同様であるが、１st ソロのD♭mの所は、他の
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コードと少し異なり、｢m7というより、｡mの扱いで、ド
リアンでない、いわゆるマイナー１度の時のスケールで演奏
している。
２ndソロでは、段々メロディというより、そのキーの音を
さみだれ式に聴かせてとっても美しいサウンドで終わらせて
いる。
最後のテーマも最初と同じく荘厳に演奏されて、イントロと

アルバム解説　by 高木信哉

『処女航海　／　Ｈｅｒｂｉｅ　Ｈａｎｃｏｃｋ』

1. Maiden Voyage
2. The Eye Of The Hurricane
3. Little One
4. Survival　Of　The　Fittest
5. Dolphin　Dance
Herbie Hancock(p),Freddie Hubbard(tp),Gerge Coleman（ts）
,Ron Carter(b),
Tony Willams(ds)

ハービー（当時２４歳）の５作目のリーダー作。ハービーの
初期の最高傑作であり、また１９６０年代のジャズを代表す
る歴史的傑作である。ハービーは、マイルス・デイビスの

『E.S.P.』の録音に参加した２ヵ月後、本作品を録音した。メ
ンバーは、フレディ・ハバード（２６歳）、ジョージ・コー
ルマン（３０歳）、ロン・カーター（２７歳）、トニー・ウイ
リアムス（１９歳！）。ハービーは、当初、ジョージ・コー
ルマンでなくウェイン・ショーターを使いたかったが、マイ
ルスに「それでは、俺のバンドと同じになってしまうじゃな
いか？」と怒られ、泣く泣くコールマンにした。しかしコー
ルマンも最高の演奏を残し、期待に応えている。男性化粧品
のTV-CM用の曲「処女航海」がきっかけとなって、アルバ
ムのコンセプト、他の楽曲の構想が浮かんでいった。「処女
航海」は、美しいメロディを持った曲で、数あるハービーの
名曲の中でも最も人気の高い曲だ。イントロのパターンが登
場するだけで心の中にワクワク感と新しい航海に船出する出
発のイメージが湧いてくる。夢と希望が湧いてくるのだ。特
筆すべきは、フレディの素晴しいアドリブ・ソロ、特に９小
節目からの「見栄きり」はゾクゾクするほど興奮する。本作
品には、のちにハービーの重要な愛奏曲となるオリジナルが
数多く含まれている。「ジ・アイ・オブ・ハリケーン」は、Ｖ．
Ｓ．Ｏ．Ｐ．クインテットで再演され、大人気となった曲だ。
２００５年９月１７日にニューヨークで行われたニューオリ
ンズ救済コンサート“ハイアーグラウンド”でも、トリオで

同じコードの繰り返しで遠ざかって行く。
ベースもドラムスも大きな発展は見せず、淡々としずしずと
重いジャズの８ビートを刻んで、黒い色の海の上を、大きな
船がごんごんと進んで行くようなイメージを作り出す。
同じパターンのくり返しと４小節ずつのキーの転調が、ゆっ
たりとして写実ではなく、抽象なのだが印象派というよう
な、新しいクールに燃えるジャズの処女航海となっている。

演奏された。緊迫感のあるテーマ、疾走するアドリブ、スリ
ル満点の名曲である。「リトル・ワン」は、『E.S.P.』で初演
されたリリシズム溢れる曲。ライブでのエキサイティングな
演奏で好かれるハービーだが、「処女航海」や「リトル・ワ
ン」で示す繊細なリリシズムも優しいハービーの本質のひと
つである。「サバイバル・オブ・ザ・フィッテスト」は、「ジ・
アイ・オブ・ハリケーン」とは違った意味でのハードにブ
ローするナンバー。「ドルフィン・ダンス」もハービーを代
表する作品で、現在もよく再演される曲である。穏やかな海
を気持ちよさそうにイルカが泳いでいるイメージが湧く美旋
律曲だ。先発するフレディのキラキラと輝く音色が見事であ
る。続くコールマンも抑制された良い音でソロを取る。また
ロンとトニーのトリオのバッキングが最高である。最後に
モーダルにクールなソロをハービーが取る。クールでいてス
インギー、本作はハービー絶好調の記録である。
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ＲＯＪＯ（PRESTIGE PR-7193）
RED GARLAND(p),GEROGE JOYNER(b),CHARLIE PERSIP(ds),RAY BARRETTO(conga drum)

1958 年8 月22 日録音
Side　Ａ 1)ROJO　2)WE　KISS　IN　A　SHADOW　

3)DARLING　JE　VOUS　AIME　BEAUCOUP
Side　Ｂ　1)RALPH　J.　GREASON　BLUES　2)YOU　BETTER　NOW

3)MR.WONDERFUL

A－2、B－2のスロー・バラードを除いてコンガのレイ・バレットが入っているアルバム

ですが、委細かまわずにスイングしてすっ飛ばして行くガーランドの、爽快なプレイが楽し

めるアルバムです。確かにタイトル曲A－1はガーランドのオリジナルとはいえ、珍しくラ

テンっぽい曲で、バレットのソロを大きくフューチャーしている点もラテン・ジャズ色が強

いものの、以前ご紹介した「MANTECA」(PR－7139)のようなクサさはありません。確かなこ

とは分かりませんがライナーノートを読むと「MANTECA」が結構ヒットしたらしく、その

2番煎じを狙ったようなふしがあります。この1曲でこれからどういうことになるのか不安に

なりますが、2曲目できちんとガーランドらしいスロー・バラードを演奏していて安心させて

くれます。

このアルバムで私が一番好きな曲はB－3の『ミスター・ワンダフル』。軽快にスイングす

るこの演奏は乗り乗りで楽しいプレイです。よくもまあこれだけのアイデアが出るなあと感

心するほど次から次に楽しいフレーズがつながって行きます。ガーランドの曲ベスト5を挙げろと言われれば、その中に入れま

す。

ＴＨＥ　ＲＥＤ　ＧＡＲＬＡＮＤ　ＴＲＩＯ（PRESTIGE《MOODSVILLE―6》）

RED GARLAND(p), PAUL CHANBERS(b), ART TAYLOR(ds) 1958 年 11 月21 日録音
Side　A　1)I　LOVE　YOU　YES　I　DO　2)BLUES　FOR　ANN　3)I’LL　NEVER　STOP　

LOVING　YOU
Side　B　1)AND　THE　ANGELS　SING　2)T’AINT　NOBODY’S　BUSINESS　3)BASS －
MENT　BLUES

もし貴方が恋人と愛をささやくような時があったら、ぜひこのレコードをＢＧＭとしてお使いください。素晴らしい成果が

あることでしょう（私はすべてを保証しませんが）。スロー・バラードあり、ミディアムテンポのスタンダード曲あり、オリジ

ナルブルースありと、ガーランドの持ち味が発揮されている好盤です。いつものおなじみのトリオによる演奏で、確かに甘いか

もしれませんが、ガーランドによる2曲のオリジナルブルースA－２とB-３があることで

アルバム全体は引き締まっています。特にポール・チェンバースを大きくフューチャーした

B－３はけっこう気だるいムードがあります。

このムーズビル・シリーズはプレステッジが、文字通り“ムード音楽”路線を目指した

シリーズで、バラードやスタンダード曲そして一部ジャズマンのオリジナル曲を収録したも

のです。他にもトミー・フラナガンやアーネット・コブ(ts)なども吹き込んでいます。ただ

し日本で言う“ムードジャズ”とは一味もふた味も違うように思えます。

ＡＬＬ　ＫＩＮＤＳ　ＯＦ　ＷＥＡＴＨＥＲ (PRESTIGE　PR－7148)

RED GARLAND(p), PAUL CHANBERS(b), ART TAYLOR(ds) 1958

年11 月27 日録音
Side　Ａ　1)RAIN  2)SUMMERTIME 3)STORMY WEATHER
Side　Ｂ　1)SPRING WILL BE A LITTLE　2)LATE THIS YEAR  3)WINTER WONDERLAND

4)’TIS AUTUMN

RED GARLAND の魅力について　第 21 回

プレステッジ時代のトリオ・アルバム　Vol.4　　　　　　紅　我蘭堂
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どうも私が言うと信憑性が薄くなるのですが、ガーランドの魅力のひとつに、その守備範囲の広さが上げられます。それこ

そスローなバラードやブルース、ミディアムテンポのスタンダード曲から、ラグタイムピア

ノやバド・パウエルのような早弾きまで、何でもこなす“器用貧乏”的なところがあります。

それでも、よくガーランドはワンパターンだと言う批判を聞きますが、少なくとも3パター

ンは聴き手のこちらが『ＹＥＡＨ！ＹＥＡＨ！』を連発する必殺フレーズを持っています。い

わゆる歌舞伎で言う、大向こうから「○○屋！」と声が掛かる場面です。

　このアルバムは、天候に関した曲を特集しているように読めますが、じつは四季折々に

ちなんだ曲を集めています。この辺が日本人とアメリカ人の感覚の相違でしょう。細かいこ

とを気にしないで軽快なレインとか気だるいサマータイムとかを楽しめばいいアルバムです。

ただしガーランドの感情表現は見事です。春の曲にはウキウキした感じが、冬の曲には冬

の楽しさが、秋の曲には何となく物憂い感じが素晴らしいタッチで演奏されています。そこ

もガーランドの魅力のひとつであり、凡庸な他のピアニストと区別していただきたいところです。

ＲＥＤ　ＩＮ　ＢＬＵＥＳ－ＶＩＬＬＥ（PRESTIGE　PR－7157）

RED GARLAND(p), SAM JONES(b), ART TAYLOR(ds)　1959 年4 月17 日録音

Side　A　1)HE'S　A　REAL　GONE　GUY　2)SEE　SEE　RIDER　3)M　SQUAD

Side　B　1)THAT’S　YOUR　RED　WAGON　2)TROUBLE　IN　MIND　3)ST.LOUIS　BLUES

ガーランドはモダンジャズピアニストで、バリバリのハードバップ派だと位置づけられていますが、このアルバムを聴くと、

その根底にはスイング派の系譜が脈々と流れている気がします。アート・テイタム、アー

ル・ハインズ、カウント・ベイシーやデューク・エリントンなど諸先輩たちの“乗りの良

さ”を受け継いでいると思います。またスイング感と同時にブルース感覚も持っています

が、これはリズムアンドブルースなどの泥臭くて粘っこいブルース感覚ではなくて、割合

にさらっとしたブルース・フィーリングであるとも思っています。このアルバムはそのブ
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カドやんのジャズ教室　Vol.24
門倉洸太郎

COME RAIN OR COME SHINE 雨の日でも晴れの日でも来てね

I'm gonna love you like nobody's loved you 誰にも負けないくらいに好きになりそう

Come rain or come shine 雨の日でも晴れの日でも来てね

Hight as a mountain, deep as a river 山のように高く、河のように深く

Come rain or come shine 雨の日でも晴れの日でも来てね

I knew when you met me はじめて会ったときからわかっていた

It was just one of those things ありきたりのことだけど

But don't ever pet me 遊びじゃいやよ

Cause I'm gonna be true if you let me あなたさえ良ければ私は本気になるの

You're gonna love me like nobody's loved me 他の人に負けないように私を愛してね

Come rain or come shine 雨の日でも晴れの日でも来てね

Happy together, unhappy together 幸せなとき、不幸せなときもいつも一緒

Won't that be fine いいことばかりじゃない

Days may be cloudy or sunny 曇る日も晴れる日もあるけど

We're in or we're out of the money 懐が暖かい日、そうじゃない日もあるけど

But I'll love you always 変わることなく愛しつづける

I'll love you rain or shine 雨の日でも晴れの日でも来てね

You're gonna love me like nobody's loved me 他の人に負けないように私を愛してね

Come rain or come shine 雨の日でも晴れの日でも来てね

Happy together, unhappy togerther 幸せなとき、不幸せなときもいつも一緒

Ah, but won't that be fine いいことばかりじゃない

Days may be cloudy or sunny 曇る日も晴れる日もあるけど

We're in or we're out of the money 懐が暖かい日、そうじゃない日もあるけど

But I'll love you always 変わることなく愛しつづける

I'll love you rain or shine 雨の日でも晴れの日でも来てね

1946年初演のミュージカル「セントルイスの女」での曲で、ジョニー・マーサ作詞、ハロルド・アレン作曲。多くの歌手
が歌っている。器楽ではビル・エバンスなども取り上げている。



21

気まぐれジャズマン　第 18 回　

　水戸守敬一郎

〈水戸守敬一郎の絵に合うジャズ〉

〈編集部より〉
他の作品は、KJFCホームページ
WWW. ＫＪＦＣ. ＩＮＦＯの『水戸守ギャラリー』でご鑑賞く
ださい。

　1988年の個展の時に、見に来ていただいた佐藤恒雄さんに、僕の絵に合う音楽はどう
いうものか、おたずねした。

「武満　徹。売り線だったらキース・ジャレット」と言ってくださった。

　銀座の画廊の方などは、展覧会に音楽を流すのは不真面目だと言う人もいるが、絵を
見る場合、静かに音楽がかかっているほうが、絵を見る人の感情移入がしやすいような
気がします。
スタイリッシュな都会的な抽象画に、マイルス・ディビスのような、クール・ジャズが
合うような感じもするし、未来的なモダンデザインに、民俗音楽が合ったりもします。
そんな、アートと音楽のコラボレーションも楽しいと思います。
　作家の作品と、作家の好みの音楽が一致するともかぎりません。そこが不思議といえ
ば、不思議なところです。

　僕も、自分なりに自分の作品に合う音楽を客観的にさがしてみました。
《ウィンダム・ヒルレーベルの一連の作品》
　第1回の個展のオープニング・パーティーで「V＆V」という、オムニバス・レコー
ドをかけました。

《キース・ジャレット／ケルン・コンサートとソロ・ピアノ》
《スティーブ・キューン／エクスタシー》
《ポール・ブレイ／オマージュ・トゥー・カーラ》
《アート・ランディ、ヤン・ガルバレク／レッド・ランタ》
《リッチー・バイラーク／ヒューブリス》
《フェビアン・リザ・パネ／スゥイート・ラディアンヌ》
《ケティル・ビョルンスタ、デビット・ダーリング／エピグラフ》
こんな感じです。なんだかECMのピアノの作品が多いようですがどうでしょう。

　KJFCのホーム・ページで紹介している僕の絵を見ていただいて、水戸守敬一郎の絵
には、こんな音楽が合うよと、教えていただけるとうれしいです。
☆　☆　☆
　ジャズを聴く人は、美術にくわしかったり読書家の方が多かったりしますが、僕は、
リスニングルームにぜひアートを、と提案しています。
　絵なり、版画なり、ぜひ一点でも置いてみてください。いままで聴いてた音楽も、ち
がって聴こえてきますよ。アートと音楽のコラボレーション。ぜひ、おためしあれ。
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SOUL TRAIN 　Vol.1　　　　 撮影：Ｍ．Ｔ．
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２００５年ジャズＣＤ売り上げランキングの考察

解説：高木信哉

＜総合ランキング＞
１． ポッシビリティーズ/ハービー・ハンコック（輸入盤）
２． カインド・オブ・ブルー/マイルス・デイビス（輸入盤）
３． アウトサイド・バイ・ザ・スイング/山中千尋
４． ノラ・ジョーンズ（輸入盤）
５． フィールズ・ライク・ホーム/ノラ・ジョーンズ（輸入盤）
６． スパイラル/上原ひろみ
７． オーバーシーズ/トミー・フラナガン（輸入盤）
８． カリフォルニア，ヒア・アイ・カム/ビル・エバンス（輸入盤）
９． シルバー・レイン/マーカス・ミラー（輸入盤）
１０． アンダー・カレント/ビル・エバンス（輸入盤）
１１． クリスマス・ソングス/ダイアナ・クラール（輸入盤）
１２． シルバー・レイン/マーカス・ミラー（国内盤）
１３． クール・ストラッティン/ソニー・クラーク（輸入盤）
１４． アフィニティ/ビル・エバンス（輸入盤）
１５． デイ・イズ・ダン/ブラッド・メルドー（輸入盤）
１６． エターナル/ブランフォード・マルサリス（輸入盤）
１７． ワルツ・フォー・デビー/ビル・エバンス（輸入盤）
１８． ブランニュー・オリンズ/アン・サリー
１９． セラー・ドア・セッションズ１９７０/マイルス・デイビス（輸入盤）
２０． テイキング・ア・チャンス・オン・ラブ/ジェーン・モンハント（輸入盤）
２１． フォー＆モア/マイルス・デイビス（輸入盤）
２２． ナイト・ライツ/ジェリー・マリガン（輸入盤）
２３． シンプリー・ブルー/akiko
２４． ８：３０/ウェザー・リポート（輸入盤）
２５． ベスト・スムーズ・ジャズ・エバー（輸入盤）

＜新譜ランキング・海外アーティスト＞
１．ポッシビリティーズ/ ハービー・ハンコック（輸入盤）
２．シルバー・レイン/ マーカス・ミラー（輸入盤）
３．クリスマス・ソングス/ダイアナ・クラール（輸入盤）
４． デイ・イズ・ダン/ブラッド・メルドー（輸入盤）
５． セラー・ドア・セッションズ１９７０/マイルス・デイビス（輸入盤）
６． マリアン・マクパートランズ・ピアノ・ジャズ/マリアン・マクパートランド,ス

ティーリー・ダン（輸入盤）
７． モメンタム/ジョシュア・レッドマン（輸入盤）
８． ファイア・ワイア/ラリー・カールトン
９． ケアレス・ラブ/マデリン・ペルー（輸入盤）
１０． メイク・ディス・モーメント/インゲル・マリエ・グンナシェン（輸入盤）
１１． バラード・イン・ブルー/ルイス・バン・ダイク
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＜新譜ランキング・国内アーティスト＞
１．アウトサイド・バイ・ザ・スイング/山中千尋
２．スパイラル/ 上原ひろみ
３． ブランニュー・オリンズ/アン・サリー
４． シンプリー・ブルー/akiko
５． スイング・ガールズ・ライブ
６． リトル・ミス・ジャズ・アンド・ジャイブ/akiko
７． 須永辰緒の夜ジャズ
８． トゥー・トゥー/フライド・プライド
９． ピラミッド
１０． ヴォイセズ・アゲイン：ザ・ベスト・オブ・ケイコ・リー/ケイコ・リー
１１． ドリーム・ダンシング/寺井尚子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１２． サクラ・スタンプ/矢野沙織
１３． 熱帯ＪＡＺＺ楽団９/マス・トロピカル！
１４． アイ・ウイッシュド・オン・ザ・ムーン/石原江里子
１５． Gog25/カシオペア
１６． ラブ・レターズ/小林桂
１７． ラブ・ポーションNo.9/MAYA

＜旧譜ランキング・海外アーティスト＞
１．カインド・オブ・ブルー/マイルス・デイビス（輸入盤）
２．ノラ・ジョーンズ（輸入盤）
３． フィールズ・ライク・ホーム/ノラ・ジョーンズ（輸入盤）
４． オーバーシーズ/トミー・フラナガン（輸入盤）
５． カリフォルニア，ヒア・アイ・カム/ビル・エバンス（輸入盤）
６． クール・ストラッティン/ソニー・クラーク（輸入盤）
７． アフィニティ/ビル・エバンス（輸入盤）
８． エターナル/ブランフォード・マルサリス（輸入盤）
９． ワルツ・フォー・デビー/ビル・エバンス（輸入盤）
１０． テイキング・ア・チャンス・オン・ラブ/ジェーン・モンハント（輸入盤）　
１１． フォー＆モア/マイルス・デイビス（輸入盤）
１２． ナイト・ライツ/ジェリー・マリガン（輸入盤）
１３． ８：３０/ウェザー・リポート（輸入盤）
１４． サムシン・エルス/キャノンボール・アダレイ（輸入盤）
１５． ドリーマー/イリアーヌ（輸入盤）
１６． ジャコ・パストリアス（輸入盤）
１７． アット・ラスト･･･.ザ・デュエット・アルバム/ケニー・Ｇ（輸入盤）
１８． ソウル・ボサノバ/ケインシー・ジョーンズ（輸入盤）
１９． ラウンド・ミッドナイト/マイルス・デイビス（輸入盤）
２０． ルート・ダウン/ジミー・スミス（輸入盤）　　　　　　　　　　　　　　　
２１． モーニン/アート・ブレイキー（輸入盤）
２２． マイ・ファニー・バレンタイン/マイルス・デイビス（輸入盤）
２３． ヘレン・メリル（輸入盤）
２４． ビッチェズ・ブリュー/マイルス・デイビス（輸入盤）
２５． ジェイミー・カラム（輸入盤）
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＜旧譜ランキング・国内アーティスト＞
１． マドリガル/山中千尋
２． アナザー・マインド/上原ひろみ
３． フェン・オクトーバー・ゴーズ/山中千尋
４． マイ・フェイリー・テイル/noon
５． ベター・ザン・エニシング/noon
６． ブレイン/上原ひろみ
７． ムーン・ダンス/アン・サリー
８． ディ・ドリーム/アン・サリー
９． リビング・ウイズアウト・フライディ/山中千尋

＜考察＞
ＨＭＶの２００５年ジャズＣＤ売り上げランキング（１９９

位まで発表）が発表された。中身を考察すると、我々日本人

の好むジャズの形が見えてくる。

総合の１位は、ハービー・ハンコックの「ポッシビリティー

ズ」だ。クリスティーナ・アギレラなどポップ界の大物アー

ティストがたくさん参加しているので、ポップ･ファンも購

入し大人気だったので、当然の結果だと思う。第４８回グラ

ミー賞（２月８日授賞式）の２部門にもノミネートされてい

る。

２位は、マイルス・デイビスの「カインド・オブ・ブルー」。

「カインド・オブ・ブルー」は、「ビッチェズ・ブリュー」が

リリースされるまでマイルスの一番売れたアルバムだった。

そして現在まで信じられないベストセラーを続けている。１

９５９年から１９６２年１月まで８７，０００枚売れたが、

１９８４年には累計４２万枚になった。１９９３年８月に

は、５０万枚に達し、ゴールド･ディスクになった。さらに

その後４年たらずの１９９７年２月には倍化し、遂に１００

万枚を超え、プラチナ･ディスクに認定された。それにして

も１９５９年に録音されたアルバムが、２００５年の総合２

位とは、実に驚くべき結果だ！

総合ベスト２５位のうち、新譜は９作品しかなく、旧譜が活

発に売れている。

特にマイルス・デイビス、ビル・エバンスが強い。特筆すべ

き作品は、８位に入ったビル・エバンスの「カリフォルニア，

ヒア・アイ・カム」である。これは、１９６７年８月にＮＹ

のビッレッジ･バンガードにおけるライブ録音盤で、当初１

９８２年に２枚組ＬＰ（１５曲収録）として発売された。し

かしなかなかＣＤ化されず、１８枚組「コンプリート・オン・

ヴァーヴ」の一部としてＣＤ化される。同時に未発表演奏も

追加され、結局このときのライブは４６曲が発表された。と

は言え、１８枚組は手が届かない存在だ。よって「カリフォ

ルニア，ヒア・アイ・カム」は幻化すると思われたが、２０

０４年９月、欧州のヴァーヴがＣＤ化した。それがＨＭＶで

１，３９９円で買えるのだから、ファンは嬉しくて買い求

め、８位に入ったのだ（エバンス･ファンは、ずっとこの作

品を待っていたのだ！）。

それからトミー・フラナガンの「オーバーシーズ」、ソニー・

クラークの「クール・ストラッティン」、ビル・エバンスの

「ワルツ・フォー・デビー」とノラ・ジョーンズの２枚など

は不動の人気がある。国内アーティストは、山中千尋と上原

ひろみの二人が、ここ数年ダントツの人気を誇っている。他

には、アン・サリー、akiko、noonの人気が高い。

　総合の２５位まで見て、大変驚くのは、グラミー賞にノミ

ネートされたジャズ作品が一作も選ばれてないことだ。グラ

ミー賞のベスト・ジャズ・アルバムにノミネートされたの

は、５作品ある。それは、テレンス・ブランチャードの「フ

ロー」（この作品は、ハービー・ハンコックがプロデュース

している）、ビリー・チャイルズ・アンサンブルの「リリッ

ク」、ウイントン・マルサリスの「スタンダード・ライブ」、

ウエイン・ショーターの「ビヨンド・ザ・サウンド・バリ

アー」、ケニー・ワーナーの「ホワッツ・ナウ？」である。こ

の５作品のうち、ＨＭＶ日本の１９９位までに入っているの

はウイントン・マルサリスの「スタンダード・ライブ」（７

２位）である。これは、ちょっと悲しい結果ではないだろう

か？

　＜海外・新譜＞で人気があるのは、ハービー・ハンコック、

マーカス・ミラー、ダイアナ・クラール、ジョシュア・レッ

ドマン、ラリー・カールトン、懐かしいルイス・バン・ダイ

クに、マイルス・デイビスのボックス作品（５位）である。

　＜国内・新譜＞で人気があるのは、山中千尋、上原ひろみ、

アン・サリー、akiko、noon、寺井尚子、矢野沙織、小林桂、

ＭＡＹＡである。５位は、映画のスイング･ガールズが、

2004年12月27、28の2日間に行った「本物のコンサー

ト」のライブ。＜海外・旧譜＞は、２５位までを記載したの

で、チェックしていただきたい。＜国内・旧譜＞は、今年と

まったく同じ傾向にある。あなたが気に入った「今年の１

枚」は、ランキングの中にありましたでしょうか？
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1.血液型・星座
B型。蟹座

2.ジャズ歴
30ウン年

3.初めて聴いたジャズレコード
（あるいはライブ等）

初めて聴いたレコードが何
だったかもう憶えていません。初
めて買ったのはアート・ブレイ
キーのオムニバス盤。1958年
のパリ、オリンピア劇場のライブ等が入っていました。ちゃ
んと熱心に聴いた、という意味ではこのレコードが初めてと
いうことになります。

ライブの初体験も憶えていません。聴き始めた頃は高校生
で自由に使える小遣いもタカが知れていました。当時はラジ
オの公開録音がけっこうありました。ハガキで応募するとた
いてい招待券がもらえたので、それで何回も行きましたね。
渡辺貞夫、日野皓正、シャープス・アンド・フラッツ、
ニューハード等々。外タレ・コンサートでは、初めてチケッ
トを買ったのはマイルス・デイビスです。が、何と御大の入
国許可がおりず、コンサートが取りやめになってしまいまし
た。次にチケットを買ったのがアート・ブレイキーで、彼の
コンサートが私の初体験です。随分昔のことなので、ほとん
ど憶えていませんが。

4.座右の名盤
一枚だけなら、マイルス・デイビスの「カインド・オブ・

ブルー」。もう少し増やしてよければ、同じくマイルスのハ
ンコックやトニーがリズム・セクションを務めた一連のライ
ブ盤。

5.お好きなジャズ・プレイヤー名盤
白人系のサックス、テナーならスタン・ゲッツ、ズート・

シムズ、アルトならリー・コニッツ、ポール・デズモンドあ
たり。

現在では、この手の質問には一応このように答えます。で
も自分のジャズ歴をふり返ると、好みはずいぶん変化してき
ました。せっかくの機会なので少し書いてみます。聴き始め
た頃はソニー・ロリンズが大好
きでした。（その頃はコルト
レーンの熱狂的ファンが沢山い
て、ロリンズ派はやや劣勢だっ
たかな。）ロリンズをけなされ
ると、本気で腹が立ったりしま
した。受験の時期は「合間に１
曲だけ」という感じで毎日少し
ずつ聴いていました。随分癒さ
れましたね。

次はチャーリー・パーカー。
パーカーに凝った頃が、自分の
ジャズ歴で一番一生懸命聴いた
時期でした。良い経験だったと
思います。ビバップ時代（≒
パーカー時代）は現在でも大好きです。パーカーを聴けば共

会員紹介 MEMBER`S ROOM 第 3 回 M.T.さん

演者も耳に入って来るのは当然で、その中ではディジー・ガ
レスピーとバド・パウエルの二人が素晴らしいと感じ、彼ら
も沢山聴きました。私は「この人の(この期の)レコードを全
部集めよう」式にレコードを買ったことがほとんどありませ
ん。例外がガレスピーの「第２次ビッグバンド」で、特に
チャノ・ポゾというコンガ奏者が入っていた時期のものは大
分集めました。音が悪いものが多かったので早々に見切りを
つけましたが。

その後がレニー・トリスターノ。パーカーとほぼ同時期に
こんなことをやっていた人がいたのか、と大いに驚きまし
た。私のジャズ歴中、最大の衝撃でした。リー・コニッツの

「サブコンシャス・リー」で初めて聴いたのですが、ピアノ
がトリスターノからサル・モスカに代わると、途端に演奏が

「優しく」なってしまうのも興味深く感じました。
かなり幅広く聴いていて、たいていの話にはついていける

方だと思います。スイング時代以降なら目ぼしいところはた
いてい聴きました。ビッグバンドもOK。フリーも一頃はか
じったし、フュージョンも聴きます。基本的にはフォー・
ビート派ですが、「フュージョンだから聴かない」というの

はもったいないと思っています。

6.レコード、ＣＤの所有枚数
最近変動が色々あって、把握していません。

７.ジャズ以外のご趣味
オーディオは最近あまりいじっていませんが、独身貴族の

時代が長かったので、ずいぶんつぎ込みました。
ジャズと全く関係ない趣味としては、SL（蒸気機関車）

の撮影があります。この目的のためだけに中国の奥の方まで
10回くらい行きました。Groovyでも紹介いただいていま
す。

8.ジャズに対するご意見
ソロとバッキングの両者が同時にアドリブを行なう、とい

う点が他に類を見ないユニークな音楽と思います。両者に対
話が感じられると更に良いですね。私にとって、良いジャズ
とはこの「対話」が感じられるジャズであり、ジャズは「対
話の音楽」なのでありマス。

9.その他
KJFCは雰囲気の良い、楽しい会だと思います。私は比較

的新しいメンバーですが、暖かく迎えていただき、感謝して
おります。今後共よろしくお願いします。

今回はジャズ全般特に白人サックスについて大変な知識をお持ちのM.T.さんの登場です。
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２００５年９月２４日（土）「ジャズカントリー」

特集：レッド・ガーランドの魅力について（前半）　　　　　　　担当 :紅　我蘭堂

○コルトレーンとは、××友達！　でも真面目に演奏したら
５０年代屈指の名グループ。
　コルトレーンはマイルス・クインテットの僚友。でもそれ
だけではない繋がりがあったと言います。麻薬から立ち直っ
たコルトレーンに救いの手を差し伸べたのはガーランドだと
言われていますが。
　掛けたレコード(7)SOULTLANE/JOHN COLTRANE
(PRESTIGE)
　掛けたレコード(8) ALL MORNING LONG(PRESTIGE)
○トリオ演奏は楽しいなったら楽しいな。ヘ理屈なんて屁の
河童。それゴキゲン、ゴキゲン、スイング、スイング。
パウエル派とは言うけれど、もしかしたらエリントンとかベ
イシーあたりがお師匠さん？　ブロックコードの魅力とは、
何？
　掛けたレコード(9)A GARLAND OF RED(PRESTIGE)
○私的ガーランド５大名演奏曲。本当は５曲に絞るのは難し
い。１０大名演奏でもいいですか？
WHAT CAN I SAY DEAR?（アルバム　GROOVYより）
　TWEDLE DEE DEE（アルバム　THE P.C.BLUESより）
　P.S.I LOVE YOU（アルバム　BALLAD BY COBBより）
　BILLY BOY（アルバム　REVISITEDより）
　SOUL JUNCTION（アルバム　SOUL JUNCTIONより）
　掛けたレコード(10)THE P.C.BLUES(PRESTIGE)
　掛けたレコード(11) REVISITED!(PRESTIGE)
　掛けたレコード(12)BALLADS BY COBB/ARNETT COBB
(PRESTIGE)
　掛けたレコード(13)ON THE ROAD/大隈寿男（ガーラン
ドの後継者として吉岡秀晃を紹介しました）
○さて無人島や天国へ持っていく１枚は、どれにしましょう
か。でもオーディオや電気はありますか？
　よく聞かれますが、答えに困ります。本当にガーランドで
いいのでしょうか？　悩ましいです。
　掛けたレコード(14) GROOVY(PRESTIGE)

　本誌に好評（？）連載中のシリーズも20回を超えて、そ
ろそろ先も見えてきました。誰ですか？　ホッと胸をなでお
ろしたり、拍手パチパチをしているのは。ともあれ、文字だ
けでなく実際の音を聴いて、ガーランドの魅力をお確かめく
ださい。今日はゲップが出るほどガーランドづくしになると
思いますが、最後までお付き合いください。

〈例によって、いつもながらのズサンでいい加減な　レジュ
メ〉
○まずは謎々です。コールマン・ホーキンス、チャーリー・
パーカー、マイルス・デイビス、ジョン・コルトレーン、ソ
ニー・ロリンズという、ジャズ・ジャイアンツと共演レコー
ドを残したピアニスト、だ～れだ？
　ジャム・セッションやクラブなどで競演したことは分かり
ませんが、パウエルもフラナガンもウォルドロンも、もちろ
んエバンスも持っていない記録かな？（ただし精査はしてい
ません）
　掛けたレコード(1) CHARLIE PARKER AT STORYVILLE
(BLUE NOTE)
○レコードを掛ける前に、正しいガーランドの聴き方をどう
ぞ。
腕組みして、目をつむり眉間にシワを寄せながら聴くような
ことはＮＧです。できれば寛いで、少し聴き流す程度で充分
です。横になっても、おしゃべりしても構いません。自然に
体が揺れてきます。
　掛けたレコード(2) Ｃジャム・ブルース/GROOVY（ＰＲ
ＥＳＴＩＧＥ）
○数少ないトランペットのワンホーン・カルテットのレコー
ド。ピアニストも半端な人じゃつとまりません。
　サックス・カルテットは掃いて捨てるほどあるのに、意外
と少ないのがトランペットのワンホーン・カルテット。数え
るほどしかないのです。もちろんトランペッターは演奏に自
信がなければダメでしょうが、負担が増えるピアニストも一
流の腕のふるいどころ。
　掛けたレコード(3) THE MUSING OF MILES/MILES
DAVIS(PRESTIGE)
○マイルスとの関係はどうなっているの？　お願い。他のピ
アニストに浮気はしないで！　私を捨てないで！
　ボスは偉い。確かにそれは分かるけれど、犬じゃないのだ
から、口笛で指示するのは、やめておくれ。
　掛けたレコード(4) RELAXIN'/MILES DAVIS(PRESTIGE)
○とても古臭いスタイル。でもそれでいい～んです。
　５０，６０年代に新しいジャズの流れを追求したＢＬＵＥ
　ＮＯＴＥレーベル。ファンは多いです。ただしガーランド
のレコーディングは、リーダー・アルバムは無論のこと、サ
イドメンでの参加も１枚もありません。それは何故？
　比較参考にするためにカーティス・フラーのレコードを掛
けました。
　掛けたレコード(5)WITH RED GARLAND(PRESTIGE)
　掛けたレコード(6)THE OPENER(BLUE NOTE)
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本日、掛けようと思っているレコード（いいと思ったレコードは覚えていてください）レジュメ2　
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２００５年１０月１４日「映画館」ア・ラ・カルト

２００５年１０月２２日「ジャズ・カントリー」

特集：ゴローさんの『新譜、聴きまっしょ！』　　　担当：五楼庵五夏

２００５年１１月１８日「映画館」ア・ラ・カルト

　一応ＮＥＷ　ＲＥＬＥＡＳＥ特集ということで（別紙掲
載）のような物を用意しました。今年の新譜は8点その他去
年、一昨年のものも少し持ってきました。特に説明すること
もないので気楽に談笑しながらお聞きください。かけるほう
も適当に時間を見ながらかけたいと思います。
1. OUTSIDE BY THE SWING／山中千尋
2. EVOLUTION／JUN MIYAKE
3. POSSIBILITIES／HARBIE HANCOCK（ワーナー）
4. NEW YORK LULLABY ／FRANCESCO CAFISO

（VENUS）
5. LIVE AT CARNEGIE HALL／THELONIOUS MONK
& JOHN COLTRANE
6. MY　FUNNY　VALENTINE ／EDDIE HIGGINS &
SCOTT HAMILTON
7. WITHOUT A SONG／SONNY ROLLINS
8. GODFATHER／RAY BRYANT

1. IN NEW PORT／McCOY TAYNER（IMPULSE）
2. STORMY　WEATHER／首里フジコ
3. BLUE TRAIN ／JOHN COTLANE(BLUE NOTE)
4. MY FAVORITE QUINTET VOL.1／CHARLIE　MINGUS
5. TETE　A　TETE／TETE　MONTORIA（STEEPLE　CHASE）
6. A　JAZZ　MESSAGE ／ART　BLAKEY（IMPULSE）
7. THE　ARRIVAL　OF　VICTOR　FELDMAN（CONTEMPORARY）
8. A　LIFE／小西　徹（JAZZCAT）

1. NEW YORK LULLABY/FRANCESCO CAFISO(VENUS)
2. IN-MELLOW MOOD/BUDDY DEFRANCO(NOGRAN)
3. SONG OF SOIL/富樫雅彦(KING)
4. GROOVIN'LIVE/宮之上貴昭
5. NIGHT & DAY/CHARLEY PARKER(VERVE)
6. SWEET & LOVELY/田村 翼(ART UNION)
7. OVERSEAS/TOMMY FLANAGAN(PRESTIGE)
8. BROADWAY BIT/MARTY PAITH(WARNER BROTHERS)
9. SAXOPHONE COLOSSUS/SONNY ROLLINS(PRESTIGE)
10. JAZZ MEETS INDIA/BARNEY WILEN
　本日は6名参加（プラス、ゲスト1名）。ゴローさんおす
すめの新人フランチェスコ・カフィーソ（16歳！?）には皆
びっくり。最近の若い人は本当にうまいと感心していまし
た。その他には11月20日の「映画館」におけるライブのた
めに宮之上さんのアルバムと伊藤　潮さんが参加している田
村　翼さんのＣＤを掛けました。
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入会希望の方や、大阪で数人のメンバーとお知り合い
だという男性の方（Ｆさん）も遊びに来られて、結構
盛り上がった例会でした。このＦさんは１年間東京に
居られるので、また遊びに来てくださるとおっしゃっ
ていました。
　また入会希望の方が持ってこられた首里フジコさん
のＣＤは日本にもまだまだ未知のヴォーカリストがい
ることをあらためて認識できました。

２００５年１１月２６日「ジャズカントリー」

特集：『女性ヴォーカル・スタンダード・ナンバー聴き比べ』　Vol.3

担当：T.Y.1.THESE　FOOLISH　THINGS　（1935　H.Marvell-H.Link-J.Strachey）
①Mildred Bailey/All Of Me(Monmouth-Evergreen) 1945年録音
②Chris Connor/Sings Ballads Of The Sad Caf_(Atlantic)1959年録音
③Billie Holiday/Solitude(Verve)1952年録音
④Patti Page/Page ｣(Mercury)1956年録音
⑤Jo Stafford/Once Over Lightly(Columbia)1957年録音
　（アンケート結果）①０名　②３名　③３名　④５名　⑤０名

2.IT　NEVER　ENTERED　MY　MIND　（1940 R.Rodgers-L.Hart）
①June Christy/The Intimate Miss Christy(Capitol)1962年録音
②Ella Pitzgerald/Sings The Rodgers & Hart Song Book(Verve)1956年録音
③Peggy Lee/So Blues(Decca)1956年録音
④Julie London/Julie Is Her Name(Liberty)1955年録音
⑤Anita O'Day/At Mister Kelly's(Verve)1958年録音

（アンケート結果）①０名　②２名　③３名　④３名　⑤２名

3.WHAT CAN I SAY AFTER I SAY I'M SORRY(1926 W.Donaldson-A.Lyman)
①Camen McRae/Carmen For Cool Ones(Decca)1958年録音
②Dinah Shore/Bouqet Of Blues(RCA)1956年録音
③Keely Smith/Swingin' Pretty(Capitol)1956年録音
④Jo Stafford/Jo + Jazz(Columbia)1960年録音
⑤Kay Starr/The Kay Starr Style(Capitol)1955年録音

（アンケート結果）①０名　②３名　③３名　④４名　⑤０名

4.YOU DON'T KNOW WHAT LOVE IS  (1941 D.Raye-G.DePaul)
①Polly Bergen/The Party's Over(Columbia)1957年録音
②Billie Holiday/Lady In Stain(CBS)1958年録音
③Rita Reys/Meets Oliver Nelson(Holland Philips)1965年録音
④Fran Warren/Hey There!(Tops)1957年録音
⑤Dinah Washington/For Those In Love(Mercury)1955年録音

（アンケート結果）①０名　②３名　③３名　④２名　⑤３名

5.IT MIGHT AS WELL BE SPRING  (1945 O.Hammerstein-R.Rodgers)
①Lorez Alexandria/More Of The Great(Impulse)1964年録音
②Rosemary Clooney/Hollywood's Best(Columbia)1952年録音
③Astrud Gilberto/The Essential(Verve)1964年録音
④Sarah Vaughan/Interlude(Crown)1946年録音
⑤Margaret Whiting/Love Song By(Capitol)1955年録音
　（アンケート結果）①５名　②０名　③３名　④１名　⑤２名

6.FALLING IN LOVE WITH LOVE  (1938  L.Hart-R.Rodgers)
①Helen Forrest/Falling In Love With Love(Vantage)1954年録音
②Helen Merrill/Helen Merrill(Mercury)1954年録音
③Rita Reys/The Cool Voice Of(Holland Phillips)1958年録音
④Dinah Shore/Dinah, Yes Indded!(Capitol)1955年録音
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⑤The Supremes/Sing Rodgers & Hart(Motown)
1967年録音
　（アンケート結果）①１名　②１名　③６名　④２名　⑤２名

7.YOU DO SOMETHING TO ME  (1929  C.Poter)
①Rosemary Clooney/A Touch Of Tabasco(RCA)
1959年録音
②Doris day/Day By Night(Columbia)1957年録音
③Ella Fitzgerald/Sing The Cole Poter Song Book
(verve)1956年録音
④Julie London/All Through The Night(Liberty)1965
年録音

⑤Lee Wiley/Sings The Songs Of Cole Poter(Liberty)
1940年録音
　（アンケート結果）①２名　②３名　③２名　④５名　⑤１名

　すっかり定番のシリーズになった、Ｔ．Ｙ．さんの「女性
ヴォーカル・スタンダード・ナンバー聴き比べ」でした。例
によって、1曲5名の中から自分が好きだ、良いだと思った
シンガーを選ぶ投票を行ないましたが、いずれも甲乙つけが
たい難しい選択でした。今回は特別に重複回答も認めてもら
いましたので、人数がバラバラになっています。まだまだ
ヴォーカルの世界は奥深そうなので、楽しみです。新しく来
られた方2名を含めて11名が参加しましたので、さしもの

「ジャズカントリー」の店内も狭く感じました。（紅）

２００５年１２月１６日「映画館」ア・ラ・カルト
１．映画館ライブ2004．11．23／中山英二＆山口友生
２．STRAIGHT　AHEAD ／村田　浩
３．ウェス・モンゴメリーに捧げる／宮之上貴昭
４．LIVE　IN　PARIS、1989／JOACHIM　KUHN　TRIO
５．DOWN　HOME／ZOOT　SIMS
６．HOT　LINE／BILL　BARRON（SAVOY）
７．REDD’S　BLUES／FREDDIE　REDD（BLUE NOTE）
８．BLUE　BURTON／ANN　BURTON（EPIC）

　暮れも押し詰まっての例会でした。風邪でダウンしたり忘

２００５年１２月２４日（土）「ジャズカントリー」

特集：（1）今年の物故者　（2）クリスマス　（3）今年の私の 1 枚

第１特集：今年の物故者
１．CRISTMAS　COOKIN’／JIMMY　SMITH（VERVE）
２．TOMORROW　NEVER　KNOWS／STEVE　MARCUS（VORTEX）
３．REDD’S　BLUES／FREDDIE　REDD（BLUE NOTE）
４．WALTZ　FOR　DEBBY／MONICA　ZETTERLUND
５．CONVERSATIONS／SAHIB　SHIHAM（BLACK　LION）

　（NIELS  HENNING  ORSTED  PEDERSON）
６．ROUND　ABOUT　A　BASS／PIERRE　MICHELOT（GITANES）
７．LAST　CONCERT／MJQ　（PERCY　HEATH）
８．JAZZ　SUR　SEINE／BARNEY　WILEN
９．NIGHT　LADY／JOHNNY　GRIFFIN（Francy Boland）

年会の予定があったりしてなかなか集まらないかと思ってい
ましたが７名参加。少し激しい内容のヨアヒム・キューン・
トリオも掛りましたが、あとはいつものようにバップ、ハー
ドバップを中心に８枚ほどのレコード・ＣＤを聴きました。
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第２特集：クリスマス
１．MERRY　OLE　SOUL／DUKE　PERASON（BLUE　NOTE）
２．WHITE　CHRISTMAS／ROSEMARY　CLOONEY（COLUMBIA）
３．TOGETHER　AT　CHRISTMAS ／HOUSTON　PERSON　＆　ETTA　JONEN

（SOUL　NOTE）

第３特集：今年の私の１枚
１．WE　ARE　JAZZ　KIDS ／伊藤　潮（私家盤）
２．MOVEMENT／菅野義孝（WHAT’S　NEW）
３．CLOSE　TO　YOU／RIGMOR　GUSTAFSSON（ACT）
４．WE　PAID　OUR　DUES！／SELDON　POWELL　＆　CHARIE　ROUSE（EPIC）

今年も数多くジャズ・プレイヤーが鬼籍に入りました。ジミー・スミス、パーシー・ヒース、ニールス・ヘニング・オル
ステッド・ペデルセン、モニカ・セッターランド等々。ＫＪＦＣ年末恒例の物故者特集では、この方々のレコードを掛け
て故人を偲びました。またせっかくのクリスマス・イブですので、クリスマス曲特集も行ない、ワイン片手にイブの夜を
楽しみました。そして新企画ですが、この１年に聴いた「自分のベスト盤」持ち寄り特集も行ないました。

今後の予定

ジャズスポット「映画館」　電話０３－３８１１－８９３２

２００６年２月１７日（金）午後７時～午後１０時
２００６年３月１７日（金）午後７時～午後１０時
２００６年４月１４日（金）午後７時～午後１０時

「JAZZ COUNTRY」電話０３－３５７２－７６８４

２００６年１月２８日（土）午後７時～午後１０時　特集： ケニー・ドーハム　担当：M.T.
２００６年２月２５日 (土) 午後７時～午後１０時　特集：アナログプロダクション　担当：T.N.
２００６年３月２５日（土）午後７時～午後１０時　特集：作曲家（ジミー・バンヒューゼン）　担当：H.S.
２００６年４月２２日（土）午後７時～午後１０時 特集：エディー・コスタ　担当：T.S.　

特集は予告なく変更になる場合があります。ホームページでご確認ください。　

編集後記　・今年もよろしくお願いいたします。2006年第1弾のGROOVY38号です。お楽しみいただけましたでしょう

か？　今回も会員だけでなく様々な方に支えられて完成しました。感謝の気持ちでいっぱいです。KJFCは小さな会ですが、
これからもコミュニケーションを大事にしていきます。誰もがジャズを通して人と人との出会いを大切にしています。そ
のことを誌面から汲み取っていただければ幸いです。シリーズ特集の“今のジャズ喫茶”も私たちが日ごろお世話になっ
ている銀座「ジャズカントリー」の野々宮義明マスターに登場していただき、とても興味深く面白いお話を伺うことがで
きました。このシリーズは今後も継続していきます。
・と、思っていた矢先にとても残念なニュースが飛び込んできました。2年前に渋谷に開店した「ハードバップカフェ　ア
イリス」がこの1月28日に閉店するという知らせです。次回の取材を考えていただけに寝耳に水とは本当にこのことなの
ですが、事情もあると思いますので、今はただ“お疲れ様でした”としか言えません。・次号は『KJFC30周年記念特大号』
の予定です。原稿集めで無理なことをお願いするかもしれませんが、どうかよろしくお願いいたします。（紅）


