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Special Interview
祝 80歳！　“ミスター・ベース ”

ロン・カーター スペシャル・インタビュー
ロンさんに聞いた 80の質問！

“SPECIAL INTERVIEW with RON CARTER for his 80th BIRTHDAY with 80 Q&A!”

　今年の 5月 4日に満 80歳の誕生日を迎えたロン・カー

ター。 記念号となった本誌前号 「Vol.50」 では、 本誌の

ためにスペシャル ・ コメントを頂き、 12年前の 「Vol.2」
では Jazz Interview にも登場して頂いた。

　この度、 「1630 Music Publishing Services Inc.」 より

ロン・カーター直伝ベース道を追求する 2冊、 『ロン・カー

ターの総合ベース ・ メソッド－上級レベル （Ron Carter's 
Comprehensive Bass Method - Advanced Level）』 と

『ロン ・ カーター ・ ソング ・ ブック （Ron Carter Song 
Book）』 【P16参照】 が発売され、 新プロジェクトを率い

てのアニヴァーサリー ・ ツアーのため来日中だったロンさ

んとのスペシャル ・ インタビューが実現！　80歳の誕生

日ということで、本誌独占！80の質問をさせて頂きました。

　　　　　　　【12月 29日都内某所　取材 ・文 ：加瀬正之】

7. 60年にライバル視したベーシスト
　 私自身だけ。 毎晩イメージしようとしていたんだ。 私の方が良
い、 私の方がより良く弾けるとね。 だから、 他のベーシストに気
を取られるようなことはなかったよ。
 
8. 仲の良かったベーシスト
　 サム・ジョーンズともとても仲が良かったし、 ジョージ・デュヴィ
ヴィエやミルト ・ ヒントン、 スクール時代の仲間もたくさんいた。
これまで毎年 14年間、 妻と私は自宅でニュー・イヤーズ・デイ・
パーティーを開いてきたんだ。 このパーティーにはその日都合の
良い 13人のベース奏者を招待して、 それぞれガール ・ フレンド
やパートナーも連れて来ていたんだよ。
 
9. 一番怖かったベーシスト
　 私かな （笑）。 今と違って、ベーシストはずんぐりとして、固くて、
暗いイメージがあったんだ。
 
10. ポール ・チェンバースの人柄
　 とてもシャイな人だった。 私の父と彼の父はデトロイトで同じ路
線バスに乗っていたんだよ。
 
11. ベースを弾く時間
　 だいぶ減ったね。 多分週に 5時間程で、 あとは生徒にベース
を教える時に弾いて見せるくらい。 80歳だから仕方ないね。
 
12. ベーシストとして一番大切なこと
　 どれくらいの時間があるかによるね。 曲を演奏すること。 ベー
スのコンディション。 ベストなベース、 ベストなピックアップを選ぶ
こと。 曲を知ること。 耳から曲を学ぶこと。
 
13. 愛用のベース
　 ジュゼック製で、 息子たちは＂マイルス ・ デイヴィス ・ ベース
" と呼んでいるんだ。 1959年から今もこのベースを弾いている。

1. “ ロン ・ カーター直伝ベース道 ”を追求する 2冊について
　 「ソング ・ ブック」 は私が持っている曲のカタログから厳選した
もので、 「ベース・メソッド」 も 「ソング・ブック」 も国籍を問わず、
ベーシストに限らず、 ジャズ ・ ミュージシャンに限らず、 いろんな
人に手に取ってもらいたいね。
 
2. 80歳になった気分
　 よく分かならいね。 朝も気持ち良く起きることが出来るし、 健
康だし、 歳を取って風格も出てきて、 慕われもするし、 いい感じ
だよ。 みんなが想像するようなすっかり老いてしまったというよう
な感じではないんだ （笑）。
 
3. ジャズ ・ベーシストになっていなかったら
　 SF 作家だね。 言葉を多用せず、 25ページ程の小説で絵を
描くように様々なイメージを想像させることができるからね。
 
4. 最初に憧れたベーシスト
　 最初は特にいなかったけど、 最初に注目したのはジョージ ・
デュヴィヴィエ。彼のサウンドはキレイでクリアで、良い音の選択、
グループの中で正しい音を選択して演奏していた。 その素晴らし
さに感動したよ。
 
5. ベースを弾き始めた頃一番苦労したこと
　 チェロを弾いていたから、 ベースを弾くことよりも楽器を買うこ
とだった。 まずチェロを売ったり、 親にお金を借りたり。 ベースを
買うお金を作ることだったね。
 
6. 凄いと思ったベーシスト
　 ベーシスト全員。 みんな同じ問題を抱えていたんだ。 ピックアッ
プやマイクの性能もあって、 昔はあまりベースを聴いてもらえな
かったら、 もっと惹きつける演奏をしようと努力したし、 少しでも良
いベース、 良い弦、 良いギアを手に入れようとしていた。 
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29. 好きなジャズ ・ピアニスト
　 ドラマーと同じだね。 彼等は音楽によって私の誠実さを信頼し
てくれる。

30. 好きなジャズ ・シンガー
　 カーマン・マクレエ、 ブロッサム・ディアリー、 シャーリー・ホー
ン、 サラ ・ヴォーン、 ベニー ・ カーターやジョー ・ウィリアムスも
その時々で聴いているし、 たくさんいるよ。 あと、 ヘレン ・ メリル
は歌うという役割を良く理解している。
 
31. 一番好きなスタンダード ・ナンバー
　 誰と演奏するかによるね。 例えば、ランディー・ウェストンが「ハ
イ ・ フライ」 を演奏する時、 この曲は彼が作ったスタンダードで
素晴らしい曲だけど、 彼がこの曲を演奏する時はこの曲が好き
だし、 みなそれぞれお気に入りの曲があるから、 それぞれのバ
ンドによって異なるね。
 
32. 一番好きなコード
　 F7♭5 （F セブンス ・ フラット ・ ファイヴ）。
 
33. 一番好きなジャズクラブ
　 私の自宅でのベーシストによるパーティーだね。 30人位を招
待して、 ディナーとデザートも用意されて、 お腹も満たされてハッ
ピーな雰囲気の中、 30分くらい休憩した後にベース・プレイヤー
によるコンサートを行うんだ。
 
34. チェックしているジャズ雑誌やサイト
　 こまめに読んだり、 サイトをチェックすることはないんだけど、
The Walker's は好きな雑誌だよ！

35. 注目している若いジャズ ・アーティスト
　 今はドナルド ・ ベガ （Donald Vega） というピアニストに注目
している。 彼はお気に入りのプレイヤーで、 私のトリオでもピアノ
を弾いているんだ。 彼が演奏する時はいつも聴きに行っている。 
 
36. 注目している若いジャズ ・ベーシスト
　 今は特にいないね。
 
37. 注目している日本人アーティスト
　 名前が分からなくて申し訳ないけれど、気に入っているアーティ
ストはいるよ。
 
38. 知っている日本の曲
　 日本の曲としてあまり意識してはいないけど、 1つか 2つの日
本のフォークソングを知っている。
 
39. 最近聴いている音楽
　 バッハのブランデンブルク協奏曲第１番。
 
40. 共演してみたいアーティスト
　 もしお金があったら、 カルテットと 8人のシンガーを雇ってバッ
ハの曲を演奏したい。 ベースのパートは私が弾く。 今はどんな
シンガーがいるのか聴いているところだよ。
 

14. これまで所有したアップライトベースの台数
　 4本かな。 愛用のジュゼック製以外にセカンド ・ ベースとして
使っているのは 6年前に買った 1890 年に製作されたものだよ。

15. 愛用の弦
　 ラベラ No.7710 （ブラック ・ナイロン）。

16. エレクトリック ・ベース
　 もう弾いていないけど、 私の子供が弾いている。
 
17. 愛用していたエレクトリック ・ベース
　 ダンエレクトロのエレクトリック ・ ベース （YouTube にボビー ・
ヘブと共演した 「サニー」 の映像が残っている）。

18. 楽器を選ぶ重要な点
　 どこに注意するかによるけれど、 楽器を良く聴いて、 自分が
何を望んでいるのかが大事だね。
 
19. 一番最初に買ったレコード
　 モダン ・ジャズ ・ カルテット （MJQ） のミルト ・ ヒントン、 パー
シー・ピース、ジョン・ルイス、そして、ケニー・クラークがメンバー
だった時のレコード。
 
20. 一番最初に買った楽器
　 チェロ。
 
21. お気に入りジャズ ・アルバム
　 選ぶのは難しいけど、 数枚ある。
 
22. マイルス ・デイヴィスとの最初の遭遇
　 1954年にニューヨークのジャズ ・ コンサートで劇場から駅か
らまでの 20分くらいの距離をバンで移動した時にマイルスと一
緒になったんだ。 まだそれほど親しくはなかったんだけど、 ポー
ル ・ チェンバースを知っていたから、 ポールと私が一緒のシート
に乗って、 マイルスは我々の前のシートに座ったんだよ。
 
23. 一番印象に残っているマイルスの言葉
　 言葉というより心構えだった。 毎晩素晴らしい演奏をすること
が一番という姿勢だね。

24. マイルスは怖かったですか？
　 慎重というか用心深い人だったよ。
 
25. チャーリー ・パーカーの人柄
　 会ったことがないんだ。 会う前に亡くなっていたんだよ。
 
26. ハービー ・ハンコックやウェイン ・ショーターとのコンタクト
　 挨拶がてら、 毎年クリスマスに電話をしている。 トニー ・ ウィ
リアムスがいた頃は、 トニーにも電話していたんだ。 
 
27. 一番思い出に残っているコンサート
　 次のコンサートだと思う （笑）。
 
28. 好きなジャズ ・ ドラマー
　 私がお気に入りの全てのドラマー。これは信用していいよ（笑）。
 

Photo provided by Ron Carter
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55. 一番好きな野球選手
　 ジャッキー ・ロビンソン。

56. 一番好きな日本食
　 お寿司系や焼き肉が好きだね。
  
57. 一番の健康法
　 リラックスするために一日一回お風呂に入ること。
 
58. 最近一番嬉しかったこと
　 私には 2人の孫がいて、 双子で今 15歳なんだけど、 一人が
アルト ・ サックスを吹いていて、 もう一人がドラムを叩いている。
彼等が自分たちのコンサートを撮影したビデオを送ってくれたん
だ。そのビデオを観いていた時はとても幸せなひと時だった（笑）。
 
59. 一番好きな色
　 紫っぽいグレイ。 ラベンダー色だね。
 
60. 甘いものは好きですか？
　 どのくらい甘いかによるね。
 
61. お酒は飲みますか？
　 年に一度か二度くらい。 飲むのはワインだね。
 
62. 現在のニューヨークの印象
　 暮らすのにベストな場所。 昔と比べて街の様子も変わってし
まったけれど、 変化することは止められないし、 ニューヨークは
好きだよ。 
 
63. ニューヨークで一番好きな場所
　 自宅のリビングルーム。 特にベース ・プレイヤーたちとのパー
ティーの時。
 
64. 日本で一番好きな場所
　 サントリーホール。 素晴らしいホールだね。
 
65. 日本に来て一番苦労すること
　 私は背が高いから、 レストランなど店によって天井が低いこと。
 
66. 日本に住みたいですか？
　 私はニューヨーカーだね。
 
67. トランプ大統領について
　 良いとは思はないね （笑）。
 
68. 北朝鮮について
　 戦争の可能性を懸念している。 衝動的な行動は避けるべきだ
し、 とても危険だと思う。
 
69. 一番好きな国
　 それぞれの国に異なる良さがある。 
 
70. 日本について
　 音楽や私の演奏に敬意を払ってくれるし、 私にとって特別な素
晴らしい場所だよ。

41. 一番好きなビートルズ ・ナンバー
　 特にないね。

42. 最近観た映画
　 リー ・モーガンの映画。 （『I Called Him Morgan　私が殺した
リー ・モーガン』）
 
43. 映画 『ラ ・ ラ ・ ランド』 は観ましたか？
　 観ていない。
 
44. 一番好きな映画
　 スティーブ ・ マックイーン主演の 『華麗なる賭け （原題 ： The 
Thomas Crown Affair）』。 この映画は音楽も素晴らしい。
 
45. 一番好きな日本映画
　 タイトルは分からないけれど、ネットフリックスで観た作品かな。
 
46. 一番好きな俳優
　 みなたくさんのキャラクターを演じているし、 一番好きなのは誰
か分からないね。
 
47. 一番好きな女優
　 （上の答えと） 同じだね。
 
48. 好きなテレビ番組
　 テレビ好きではないけど、 CNN のニュースを観ているよ。
 
49. 最近読んだ本
　 マイケル ・ コナリー （Michael Connelly） という作家が書いて
いるハリー ・ ボッシュ ・ シリーズ。 ハリー ・ ボッシュという刑事を
主人公とするミステリー、ハードボイルド小説シリーズで、ハリー・
ボッシュはジャズ ・ ファンなんだ。 物語の中に私の名前が登場
するって友人から聞いたんだ （笑）。
 
50. 好きなスポーツ
　 ベースボール。
 
51. お気に入りの車
　 今は赤いマセラティを運転していて、 ニューヨークとセントルイ
ス、 ニューヨークとデトロイトの間をドライブしたりするんだけど、
長い間私のお気に入りの一台なんだ。 あと今はアウディ A4にも
乗っていて気に入っているよ。
 
52. 一番最初に買った車
　 1957年式のダッジ。 懐かしいね。
 
53. 好きな相撲取り
　 相撲は良く知らないんだけど、 2年前にブルーノート ・ ニュー
ヨークで行っていた私のライヴに相撲取りが観に来てくれたんだ。
名前は思い出せないけど、私のようなニューヨークのジャズ・ベー
シストを聴きに来てくれたことはとても嬉しかったね。

54. 一番好きなボクサー
　 称賛すべきボクサーがたくさんいるから難しいけど、モハメッド・
アリの政治的なスタンスは注目していた。
 

Photo provided by Ron Carter
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71. ニューヨークに戻ったらやりたいこと
　 熱いコーヒーを何杯か飲むこと。 妻を愛情をもって抱擁するこ
とかな （笑）。 

72. 2018年の大きな計画
　 ジャズ ・ クラシック ・ コンサートの計画について話し合っている
ところなんだ。 まだアイデアを出している段階だけどね。
 
73. 2018年に作りたいアルバム
　 クラシカルな作品、 カンタータをやりたい。
 
74. 2018年の目標
　 健康でいること。 妻と孫たち、 息子たちとも幸せでいること。
 
75. 音楽以外でやってみたいこと
　 より良く、 進歩すること。 
 
76. もしベースから楽器を変えることが出来るなら
　 ハーモニカ。 ポケットにも入るし、 ベースみたいに飛行機等で
移動する時に重さでチャージされることもないしね （笑）。
 
77. これまで引退を考えたことはありますか？
　 いつもだし、 今もそうだよ。 大きなベースを持って空港で佇ん
でいる時などに、 どうしたらいいんだろう？　このままこういう生活
を続けるのか、 引退するべきかなんて考えることはよくあるよ。

78. 何歳までベースを弾きたいですか？
　 7~8000 （笑）

79. もし生まれ変わるとしたら
　 また同じミュージシャン。 演奏するのが好きだからね。
 
80. 長いベーシスト人生について
　 音楽を演奏し始めた時、 どれくらい長い間演奏を続けることが
出来るのだろうなんて考えていなかったし、 考える必要も心配も
なかった。 少しでも上手くなりたい、 音楽をより良く演奏したいと
考えていた。 歳を重ねて、 経験を積むにつれて、 たくさんの人
たちと出会うことが出来たり、 私のトリオやグループとツアーに出
て、 ジャズを演奏することを楽しんで、 ファンの人たちとも交流
出来たりするのは本当に素晴らしいことだよ。 そういう人たちの
ためにも良いより演奏していきたいね。
 
最後に The Walker's 読者と日本のファンにメッセージをお願い
します。
　 今回は私の 80歳の誕生日を記念して、 The Walker's のイン
タビューで私のこれまでにキャリアを振り返るような特集が組ま
れますが、 今回の日本でのコンサートでまたファンのみなさんに
会えることを楽しみにしています。 そして、 いつも私のことを応
援してくれ、 いろいろとサポートしてくれてありがとう！　私のこと
だけでなく、 日本のみなさんがジャズや音楽をサポートしてくれ
ていることに感謝しています。

【ロン ・ カーター オフィシャル ・ウェブサイト】
http://roncarter.net/JazzMaster/

【1630 Music Publishing Services】 【P16参照】
https://1630jazzbooks.com/

★ロンさんのサイン入り CD （各 1名） を抽選でプレゼント！
★応募方法
件名に 【ロン ・ カーターサイン入り CD プレゼント申込】 と
記載頂き、 下記必要事項①～⑧をご記入の上、 アドレス
thewalker@k07.itscom.net　宛てまで E メールにてご応募
下さい。
※応募の締め切りは 2018年 2月 28日 （水） まで。
①お名前　
② E メール ・アドレス
③住所
④性別
⑤年齢
⑥ご希望のアルバム （①か②）
⑦ロン ・ カーターに一言
⑧ The Walker's に一言
※当選は E メールでのご連絡をもって代えさせて頂きます。

ロンさんの2枚目のリーダー
アルバム （1969年録音）

② GOLDEN STRIKER TRIO
ドナルド ・ ベガ、 ラッセル ・ マ
ローンとのトリオ最新ライヴ盤

①アップ ・ タウン ・ カンヴァセーション
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