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★ 八面六臂の活躍をする天才ビブラフォン奏者 ★

　1959年米国ニュージャージー州イースト ・オレンジで産声を上げたビル ・
ウェアは、 様々なバンドで活躍し、 最高のミュージシャンだけしか起用し
ない事でも有名な 「Steely Dan」 のワールド ・ ツアーへの参加をはじめ、
NY を代表するジャズ・ファンク・グループ 「Groove Collective」 や 「Jazz 
Passengers」 のメンバーとしても知られるファースト ・ コールのビブラフォ
ン奏者だ。 また、 プレイヤーとしてだけでなく、 作曲の才能も含めて幅広
い活動から導かれる音楽的センスは群を抜いている。
　長年ニューヨークでべーシスト＆プロデューサーとして活躍する中村照夫
が 2009年 12月に新たにスタートさせた 「Cheetah」 レーベルからの記
念すべき第一弾作品となった 『プレイド ・ ライト』 をリリースしたばかりの
天才ビブラフォン奏者が、 その新作の話題を中心に 「Steely Dan」 につ
いてなど、 自身の音楽キャリアについても気さくに語ってくれた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取材 & 文 ：加瀬正之

★あなたのオリジナル作品のうち 「Speak with Helen」 と

「Jacki」 は共に女性の名前がタイトルに入っていますね？

　2曲とも 1980年代の後半から 90年代前半に作った曲で、

「Jacki」 は私の母親のために、 「Speak with Helen」 は私

の前妻のために作ったんだ。

★ 「Low and Behold Suite」 というオリジナル作品も気に入っ

ていますが、 これはパート 1~3までそれぞれ 3曲に分けて

収録されていますね？

　「Low and Behold」 は自然発生的な即興演奏のまとまりを

意味していて、 自然発生的な曲の組み立て ・ 構成は常に私

の演奏の一部分になっているんだ。 それを的確に捉えてサ

ウンドとして見事に表現してくれたテルオは本当に素晴らしい

ね。 この曲をレコーディングしていた時に、 私の中でふと絵

の具のパレットをきれいにするように CD を 3つのセクション

に分けてみようというアイデアが浮かんだんだ。 それで 3つ

のセクションの間にちょうど寿司のセットに添えられているガリ

のようにこれらの曲を添えてみたんだよ （笑）。 　

★今回のレコーディングで一番苦労したのはどの曲ですか？

また、 どの曲が一番気に入っていますか？

　実際には一番苦労した曲は CD に収録しなかったんだ。 そ

れはフレディ・ハバードの 「Crisis」 っていう曲だったんだけど、

私が施したアレンジがあまり気に入らなかったんでね。 一番

気に入っているのは 「Del Sasser」 かな…。 先ほど話したよ

うに思い出深くて大好きな曲だし、 とてもよくスイングしている

からね。

★アルバムのタイトル 『プレイド ・ ライト』 はどのような意味

が込められているのですか？

　『プレイド・ライト』 はコンセプトそのものなんだ。 ベースボー

ルの試合を見ている時に思いついたんだけど、 偉大なプレイ

ヤーは常に正しくて理にかなったプレイを心がけていると言わ

★ 『プレイド ・ ライト』 は 『Wonder Full』 （2008年／日本

盤未発売） 以来の新作となりますが、 リリースされた直後の

今現在どのような心境ですか？

　このプロジェクトに関してはとても素晴らしいと思っている。

テルオ （＝中村照夫氏） のような偉大なプロデューサーと一

緒に作品を作ることはソロとしては初めての体験だったし、 本

当に最高だったよ！

★レコーディングはどうでしたか？　何か特別な思いなどはあ

りましたか？

　今回とても素晴らしいプレイヤーたちとレコーディングできたこ

とも最高の経験になったね。 ブラッド ・ジョーンズ (b)、 クリス ・

セバーグ (per) とマット ・ キング (p) とはそれぞれ別のグルー

プでよく共演していたんだけど、 レニー ・ホワイト (ds) とオナー

ジェ ・ アラン ・ ガムズ (p) とは初めてだったんだ。 この作品で

お互いに最高のスイングができたと思っている。 マット ・ キン

グは私が非常勤教授を務めていたウィリアム ・ パターソン ・ カ

レッジに通っていた頃から知っていたんだけど、 彼と一緒に演

奏するのは私が 「The Club Bird All-Stars」 と吹き込んだ一

枚目のアルバムで共演して以来だったからとても楽しかったよ。

★オリジナル作品 6曲とカヴァー作品 10曲がとてもバランス

良く並んでいると思いますが、 カヴァー曲はどのように選んだ

のですか？

　カヴァー曲の選択は私自身のプロダクション ・ チームとプロ

デューサーのテルオと彼のパートナーでもある A&R のフミと

話し合ってみんなで決めたんだ。 私が選んだのは私が本当

に大好きでずっとレコーディングしたいと願っていた曲で、「Del 
Sasser」 と 「Reunion」 は幼い頃に父が持っていたたくさん

のレコード ・ コレクションから引っ張り出して聴いていた思い

出深い曲なんだよ （笑）。 アルバムの構成 ・ 作品全体のこと

を考えながら全ての曲が幅広い選択肢の中から入念に選ば

れたんだ。
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れるように、 試合に備えた準備段階において 100% の努力

の継続が試合を支配するんだ。 だから私はそれを音楽にあ

てはめてみたんだよ。

★レコーディングのメンバーはどのように選んだのですか？

　テルオが 「クオリティが高くて経験豊富なメンバーたちと演

奏してみないか？」 と提案してくれたんだ。 リハーサルを見

て 「これはいける！」 と感じたよ。 それでテルオがレニー ・

ホワイト (ds) とオナージェ ・ アラン ・ ガムズ (p) をプロジェクト

に参加させて、私は私自身がとてもやりやすいブラッド・ジョー

ンズ (b) を連れて来たんだ。

★プロデューサーの中村照夫さんとはどのようにして知り合っ

たのですか？

　テルオとは彼のバンドの 「ライジング ・ サン ・ バンド」 でテ

ナー ・ サックスを吹いていたジェイ ・ ロドリゲスを通じて知り

合ったんだ。 彼らはちょうどクインテットにトランペットから別の

楽器を導入することを考えていたんだ。 それで彼らが私に声

をかけてくれて、 それ以来テルオのバンドでずっと一緒に演

奏している。 日本にもツアーで訪れたし、 昨年夏に行われて

テルオがプロデューサーも務めた 『マウントフジ・ミュージック・

フェスティバル』 でも演奏したんだ。

★あなたは最初はベースとピアノを演奏していたそうですね！

元々ベーシストになりたかったのですか？

　ベースは幼少時代に音楽を教えてくれていた先生に無理や

りやらされて弾き始めたんだ…。 私がベーシストにとって完璧

な手を持っていると言ってね （笑）。 何故なら彼らはちょうど

ベーシストが欲しくて必至に探していた所だったんだよ （笑）。

私はずっと辞めたいと思っていたんだけど、 父に続けるよう

に言われたんだ。 「ベーシストはいつも忙しそうにしているだ

ろ？」 ってね。 でも、 彼の言う通りだよね （笑）。

★あなたはこれまで 「Harlem Jazzmobile」、自身で結成した

ラテン ・ジャズ ・バンド 「AM Sleep」、 「Jazz Passengers」、
「Club Bird All-Stars」、「Groove Collective」、そして 「Steely 
Dan」 等、 様々なバンドで活躍して来ましたが、 特に思い出

深かったバンドはありますか？

　どのバンドでの経験もとても思い出深いけど、 その中でも

「Steely Dan」 は私にとって常に特別な意味を持っていた。

あんなに有名で凄いバンドに入って演奏したのは初めてだっ

たからね。 リハーサルの時でさえレコーディングの時のような

最高のサウンドを出していたよ！
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ビル ・ウェアの魅力がギッシリ詰まった待望の新作！

ポニーキャニオン：PCCY-30151
￥2,500 (tax in)
Now On Sale!

プレイド ・ ライト

ビル ・ ウェア

★ 「Steely Dan」 とのツアーはどうでしたか？

　彼らとのツアーは私のキャリアの中でも一番といえるほど本

当にスリルと興奮に満ち溢れていたよ。 6週間に及ぶツアー

中、 毎回 14,000~30,000人くらいのたくさんの観衆の前で演

奏するんだから！　バンドとしても 70年代以来のツアーだっ

たから、 たくさんのファンが彼らの音楽を心から待ち望んでい

たんだね。

★あなたはこれまで度々日本に演奏しに訪れていますが、 日

本をどう思われますか？　今年は来日の予定はありますか？

　日本でプレイするのは大好きだよ。 日本のファンはみんな

アーティストたちに敬意を持って接してくれるしね。 この新作

『プレイド ・ ライト』 のツアーでまた日本でプレイしに来たいと

願っているんだ！

★あなたの夢 ・ゴールは？

　私のゴールは音楽家として絶えず変化しながら音楽的に成

長・発展し続けること。 現時点ではもっとツアーにも出たいし、

私自身の音楽をもっとプレイしたいと思っている。 また、 私自

身プレイヤーである以上に作曲家でもあるから、 曲も常に書

いているんだ。 まだオリジナル CD3枚分にあたるほどの未

発表曲があるんだけど、 それらをレコーディングしたいと待ち

望んでいるところだよ。

★最後に 『The Walker's』読者にメッセージをお願いします！

　『The Walker's』 読者のみんな、 私の新作 『プレイド ・ ライ

ト』 をぜひ手に取って聴いてみて欲しい！　そして、 ライヴに

も足を運んで欲しいな。 私のインタビュー記事を読んでくれて

どうもありがとう！

  1. A Baptist Beat
  2. Speak with Helen
  3. Del Sasser  
  4. Jacki  
  5. Low and Behold Suite 1
  6. Phase Dance  
  7. Maxine
  8. Smells Like Teen Spirit 

9. Low and Behold Suite 2 
10. I Know Why  
11. Crebwalk  
12. Django  
13. Softly As In A Morning Sunrise
14. Reunion
15. Low and Behold Suite 3
16. Another Girl


