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鈴 木 勲 【 Isao Suzuki 】
～闘うベースマン～ “OMA”さん

　リサイクル ・ ショップで見つけて、 自分でアレンジ＆コーディネートを

したというヒョウ柄のシャツに渋いサングラス姿 （右頁下の写真参照）

で、 横浜 ・ 関内の街中を抜けて満面の笑顔を浮かべながら登場した

“OMA” さんこと、闘うベースマン＝鈴木勲さん。 驚愕＆圧巻のベース・

ワークだけでなく、 とても 75歳とは思えぬほどのエナジーとパワーに

加え、 そのオシャレでファンキーな佇まいは “OMA” さんならでは。

　前作『OMA SOUND』から 2年半。注目の女性アルト・サックス奏者＝

纐纈 （こうけつ） 雅代をフィーチャーした新作 『ソリチュード』 の発売を

控えた “OMA” さんに、 新作、 ベース、 ジャズについて語ってもらった。

　　　　　　　（2008年 8月 7日 （木） 「モディッシュ （馬車道店）」 にて）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　取材 & 文 ：加瀬正之

僕がどういう風にベースを弾いたら彼女が活きるか。 普通に４

ビートで弾いちゃうようなベースじゃ面白くないし、 あの子に合う

ようなベースを弾かなきゃいけない。 あの子も勉強なんだけど、

そこは僕も勉強なんですね。 いかにあの子の吹くサックスを上手

く聴かせて、 自分も活きて面白いことができるか！　それが僕の

課題でもあり、 この新作で心がけたことなんです。

★ “OMA” さんのオリジナル 「パライーソ」 は本当にカッコいい

曲ですが、 どのようなイメージで書いたのですか

　ラテン語で 「パラダイス」 の意味で、 あの曲を聴いて楽しい気

持ちになって欲しいと思ったんです。 あの曲は車を運転しながら、

家から吉祥寺の 『サムタイム』 まで行く間に作ったんです。 あの

曲ができた時は、 まだ名無しのゴンベイだったんですよ。 だから、

最初は 「名無しのゴンベイ」 って曲名だったんだけど （笑）、 家

に帰っていろいろ考えて 「パライーソ」 って名前に決めたんです。

★ 「パライーソ」 の中のスキャット調の声は “OMA” さんですか

　シンセで僕がやっているんですよ。 やっぱり聴いた人に喜んで

もらいたいし、 喜んでもらうだけでなく 「内容が違う、 やっぱりす

ごいな」 っていうものがないとこれからはダメだと思うんだよね。

★もうひとつのオリジナル 「バンブー ・ ダンス」 は、 1980年の

アルバム 『Bamboo Dance』 の再演になりますね

　あの時のメンバーも飛びっきり上手かったんです！　あの時は

猛練習したんですよね。 あの作品は未だに CD になっていない

し、 あの曲も 30年位前の曲ですけど、 今でも全然おかしくない

と思うんですよ。 僕は 30~40年くらい先のこと考えて、 いつ聴い

ても古いなあって感じさせないようにレコードを作るのが好きだか

ら、 いつも先までよんで練習しているんですよ。 だから、 あの曲

をもう一度聴いてもらいたいと思ったし、 スタンダードの演奏の中

にああいう曲を入れることで、 作品全体が変わるんだよね。

★ 「マッシュ ・ケ ・ナダ」 のウォーキング ・ベースも最高ですね

　4ビートにするところが面白いとこでね。 あのままラテンでやっ

ちゃたら面白くないんですよ。 あそこで 4 ビートになって、 サビ

の所でパッと止まってピアノでパッーとやるとこがカッコいいんで

すよね！　あのアレンジもその場で決めたんだよね。

★今回のメンバーで海外に出て勝負することは考えていますか

　向こうでやっても恥ずかしくないような曲、 パフォーマンスが必

★今回、 新作 『ソリチュード』 でアルト ・ サックスの纐纈雅代さ

んをフィーチャーしていますね

　よく僕の所にいろんな子が来るんですけど， あの子が遊びに

来て、アルトを吹いているって言うから 「ちょっとやってごらん」 っ

て言ったんです。僕の所に来る前にあっちこっちでライブとかやっ

ていたらしいんですけど、 音を聴いたら、 これはすごい！　エリッ

ク ・ ドルフィーみたいなイメージを持ってるな！　僕が教えてあげ

たらもっと良くなるんじゃないかなって思ってね。 それで 「一緒に

やるかい？」 って聞いたら、 「やります！」 って言うんで、 僕の

グループに入れたんです。練習はいつも一緒にやるんですけど、

これからどんどん変わっていって、 もっとグーンと伸びると思うん

ですよ。 男性や男性のミュージシャンから見ても面白いと思うし、

それくらい隠し持ったもの、 日本だけじゃなくて外国で通用するよ

うなオリジナリティがあると思います。 それを悪い方じゃなくて良

い方向に僕が導こうかなと思っているんですよね。 まあ、 今は

原石だから磨かなきゃダメですけど、今までいろんなミュージシャ

ンを育てて来たから分かるんですよ。 あの子はタレント性もある

し、 十分磨いて光る子だと僕は思っている。 これからは音と映

像 （ビジュアル） が上手くいかないとダメだし、彼女はそれを持っ

ているから、 磨いたらもっと素晴らしい存在になりますよ！

★新作の選曲はどうやって決めたのですか

　僕が決めましたね。 あの子は譜面を書いて 「ヨーイドン！」 っ

てやるような、 そういう子じゃないんですよ。 僕も昔からそういう

やり方は好きじゃないし、 僕のアレンジのやり方っていうのは、

何日か前に指示を出しておくのではなくて、 スタジオに入ってか

らどんどん変えていって作るわけです。 その場で 「ヨーイドン！」

でやった緊迫感、 たとえ失敗してもどう上手く持っていくか、 それ

を見ながら録るんです。 自分の耳で判断して音で感じながらアレ

ンジしなくちゃダメですよね。 あまり酷かったらもう一度録ることも

ありますけど、 基本的に一発で録りたいし、 そのくらいじゃなきゃ

ホンモノにはなれないと思う。 そこでいかに素晴らしいことができ

るかが、 ジャズの醍醐味であり、 一番難しいところなんですよ。

それができれば向こう （アメリカ） でも通用するし、 向こうで通

用するなら、 絶対に日本でも通用しますからね。 最近はファンの

人もたくさんの音楽を聴いて耳が肥えているから、 素晴らしい所

を感じ取れると思うし、 そこを聴いてもらいたいですよね。

★前作 『OMA SOUND』 と比べて

　スタンダードをあの子に吹かせて、 どのくらい変わっていくか。
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要なんですよ。 そういう面白さがないと評判にならないじゃない

ですか。 向こうでも日本でも素晴らしいっていうミュージシャンに

なりたいんですよ。 このバンドはニューヨークではまだ無理だと

思うけど、まずは日本やアジアを制覇していかないと。 ニューヨー

クは厳しいからね。 ニューヨークだったら僕一人でいかないとダ

メなんじゃないかなあって思いますよね。 （纐纈） 雅代だったら

アジア方面なら、 まずいいんじゃないかなあ。 韓国なんかは女

性のプレイヤーがいないんですよ。 この前も韓国から 「来ない

か？」 って電話があったし、 来年は行こうかと思っています。

★今、 メインで使っているベースについて教えて下さい

　日本の楽器っていうか、 材料の木はイタリアから持って来て日

本で作らせた楽器なんです。 「ビオラダガンバ」 っていう楽器の

製図を全部書いてもらってね。 木の厚みも全部決めて図っても

らって、 それに僕がちょっとアレンジして同じように作ってもらった

んです。 でも、 あの楽器は弓で弾くものだから、 弓ではいい音

がするんですけど、 僕の場合はピチカート （指弾き） でそれを

やりたいと思っているから、 1本目は失敗。 2本目も失敗。 少し

ずつ改良して 3本目に漸くいいものができて、 今一番いい音が

していますね。 あれはチェロの弦に取り替えると音域がベースの

オクターブ上になって、 エレキベースの弦を張ると、 完全なエレ

ベの音じゃない、 ウッドベースのような、 今みたいな変わった音

がするんですよ。 昔からいい楽器で弾いて、 いい音を出そうとい

うのはもう散々やって来ましたし、 僕はチェロにしたってダブル弦

にしちゃったりとか、 みんなと違う音、 何か変わった音を探して

いるわけですよ。 この楽器は世界中どこに行ってもない音だと思

うし、 ベースの人が聴いても、 エレベでも、 サイレントベースでも

ない、 そうかといってウッドベースでもない、 すごく変わった音が

で出るし、 そういうものが漸くできたかなあって思いますね。

★チャールス ・ ミンガスやウイントン ・ ケリー等、 “OMA” さんが

ＮＹで共演したミュージシャンのサインが書いてあるあの楽器は

　勿論、 今も持ってますよ！　全部コーティングして消えないよう

にしてね。 消えちゃたら大変ですから、 もう弾けないですね。

★ “OMA” さんが最初に憧れたベースマンは誰ですか

　いつも言うんですけど、 ミルト ・ ヒントンですよね。 彼が日本に

来た時に聴いて感動して、 ジャズなんて何にも分からなかったで

すけど、 母親に話して 3日後に楽器を買ってもらったんですよ！

「これだ！」 って決めてね。 僕も変わり者なんだけどね （笑）。

★ Official Site 内の≪ Isao’s History ≫によるとポール ・ チェ

ンバース （b） が来日した時に楽屋で一緒になったり、 新幹線で

同席している写真がありますが、 彼はどんな人でしたか

　1964年に来日した時ですけどね。 もう神様ですよ。 ロン・カー

ターなんてポール ・ チェンバースが弾く前に綺麗に楽器を拭い

て、 丁寧に手渡していたからね。 あと、 彼はタキシード着ていた

んですけど、下は白いスニーカーだったんですよ （笑）。 なぜかっ
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鈴木勲の渾身のニュー ・アルバム！

【Isao Suzuki Official Site】
http://www5d.biglobe.ne.jp/~isaojazz/

Sony Music Direct：MHCL-1427
￥3,000 (tax in)
2008.9.10 In Stores!

ソリチュード
フィーチャリング　纐纈雅代

鈴木勲

＊ P11にレビュー掲載！

ていうと、 酔っ払うんですよ、 お酒が好きでね。 それでグラつく

からスニーカー履いていたんです （笑）。 でも、 酔っ払っていて

もステージに上がったらバッチリなんですよ！　あの辺がやっぱ

りすごいですよね。 アンプなんてない時代で、 マイク一本で全部

生音なんですけど、すごくいい音しましたよ。ロン・カーターのベー

スで弾いていたんですけど、 彼が弾くとポール ・ チェンバースの

音がしちゃうんですよね！　それにすごく優しい人で、 僕に譜面

書いてくれたりね。 その時は英語なんてよく分からなかったんだ

けど、 いろんなを話してね。 すごく優しくていい人だったよね。

“OMA” さんの Official Site 内の≪ Isao’s History ≫は貴重な

写真と共に面白いエピソードが満載！　書籍化に期待したい！！

★ “OMA” さんにとってベースマンとは

　まずベース弾きっていうのは、 一緒にやるメンバーの中で自分

がその人たちにピッタリ合うようなリズムを出してあげて、 しかも

自分が活きる、 進化していくこと。 だから、 いろんなことを知って

いないと上手い人とはできないよね。 上手い人っていうのはただ

上手いだけじゃなくて個性があるでしょ。 その個性に合うように

上手くベースを弾いて、 自分も活きてね。 そういうベースを目標

にしているわけですよ。 ニューヨークでそれを強く感じましたね。

★ “OMA” さんにとって音楽人生の転機は

　やっぱりニューヨークに行った時ですよね。 あの一年は本当に

濃かったです。 50年くらいの価値があるんじゃないですかね。

やっぱりジャズって瞬間にいかに素晴らしいことができるかって

いう、 いわゆる “ 瞬間芸 ” ですからね。 日本のミュージシャンも

それがなきゃダメですよ。 いつも同じパターンで弾いているんじゃ

なくて、 瞬間的にすごいことをやって、 少しずつ進化してなきゃ

いけない。 そうじゃないと向こうでは通用しないですよね。

★ “OMA” さんにとってジャズとは

　闘いだね。ジャズをやっていることが長生きする秘訣かな（笑）。

ジャズしかないですもん。 音楽やりたい一心で体も鍛えているん

ですけど、 ジャズを取っちゃったらタダのジジイだからね （笑）。

★ “OMA” さんの夢は

　名前だけじゃなくて、 日本にもっと実力のあるミュージシャンが

増えて欲しいですね。 名実共にっていう人が本当に出て来ない

ですよね。 それはマスコミが悪いのか何が悪いのか知らないけ

ど、 綺麗な女の子の歌だからとか、 外人だったら何でも聴きに

行っちゃうとか、 そういう日本になってもらいたくないですよね。

向こうだといくら綺麗でも演奏が下手だとお客さんが来ないから

ね。 だから、 日本もそのくらいのお客さんがいたら、 もっと成長

するんじゃないかな。 そこが僕の本当の夢ですね。

　最後に、 ニックネーム “OMA” さんの由来は、 この場では書

けない （？！） 部分もあるので、 ライヴ ・ ハウスに足を運んで

“OMA” さん本人に直接聞いてみよう！

オシャレでファンキーな “ ＯＭＡ ” さん！


