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な作品をリリースするか企画を考えることになるけれど、 プロジェ

クトが持つ全ての可能性にとても興奮している。 トニーは素晴らし

いミュージシャンであり、 プロデューサー、 作家、 ドラマーでもあ

るんだ。 我々は共にこのプロジェクトで一度に互いの全ての才能

を絞り出しようにしているんだ。

去年 12月にカマシ・ワシントンのバンドで来日した際、 日本のファ

ンがあなたのプレーに感動させられました。 日本のイメージと前回

の来日で特に思い出に残っていることがあれば聞かせて下さい。

★ 日本は演奏や旅行目的でも我々のお気に入りの場所のひとつ

なんだ。 日本はミュージシャンに多大な敬意を払ってくれる。 都

市がどれほど技術的に進歩しているのか知ることも大好きだけ

ど、 その根底には伝統があって、 それは偽りがなくしっかりとし

た基盤を保っているよね。 私はビデオゲームをするのが大好きな

ので、 お気に入りはタイトーステーションに行ってストリート ・ ファ

イターで遊ぶこと。 あと、 馬の毛の歯ブラシを買いにお寺の近く

のマーケットに行くのも好きだよ。 私はその馬の毛の歯ブラシし

か使わないし、 それを手に入れることが出来る唯一の場所なん

だ（笑 )。 だから、日本を訪れる時は必ず補給したくなるんだ（笑）。

子供の頃はどんな音楽を聴いていたのですか？　また、 その頃

お気に入りだったミュージシャンは誰ですか？

★ 子供の頃はレモンヘッズやニルヴァーナ、 ダイナソー Jr. のよ

うなグランジを聴きまくっていたけど、 家の中はモータウンやジャ

ズで満たされていたんだ。 1人の子供として、 テンプテーション

ズやマービン ・ゲイ、 マイルス ・デイヴィスやオスカー ・ピーター

ソンの良さも学んだよ。だから、私の音楽はソウルやジャズやロッ

クが融合しているんだと思う。

ベースを弾き始めた頃、 好きだったベーシストは誰ですか？  ま
た、 強い影響を受けた 3人のベーシストを挙げて下さい。

★ お気に入りのベーシストはレイ ・ブラウン。 彼がこれまで演奏

してきた全てのノートを学んで来た。 新参者として、 私の目標は

正に彼のようなサウンドを出すことだったんだ。 加えて、 トニー ・

レヴィン、 ブーツィー ・ コリンズやクリスチャン ・ マクブライドも私

に多大な影響を与えてくれた。

まずはデビュー ・ アルバム 『アップライジング』 のリリースおめ

でとうございます！ 本当に素晴らしい作品で、 日本では 2月 22
日にリリースされましたが、 このアルバムはあなたにとってどの

ような作品となりましたか？

★ 私にとってとても重要なアルバムになった。 この作品によって、

“ウエスト・コースト・ゲット・ダウン ”（＝カマシ・ワシントンやサンダー

キャット等を擁する LA のジャズ ・ コレクティヴ） がより大きな注目

を集めることになり、 ミュージシャンのファミリーがいかに多種多様

であるかを示すことができる。 この音楽が世界中に伝わって、 我々

の新しいファンに光と喜びをもたらすことにとても興奮しているよ。

個人的には収録曲の中で 「Young Lion」 「Abraham」 「L.A. 
Won't Bring You Down」「Reap a Soul」「Sky High」が気に入っ

ていますが、 作曲はどのようにしているのですか？

★ それらの曲を気に入ってくれてとても嬉しいね。 作曲は様々な環

境で行っていて、 時々スタジオで静かに座って、 何かが降りて来る

まで別の楽器を演奏したり、 別の時には公演後やサウンドチェック

の間に即興演奏を部分的に聴いたりして、 それを曲に発展させたり

するんだ。 時には曲には意味があること、自分の感情表現、そして、

それが完全にその場や状況から来ることがわかる。 異なる楽器が

異なる様々な詩的霊感に響くと信じているんだ。 ピアノで書かれる

曲はけしてギターやベースからは生まれて来なかっただろう。 通常

は曲の特性から、どの楽器がその曲調に合うかを考えて作曲する。

ピアノは海のようにとても広くて濃密。 ギターはまるで星のように明

るくて速くて輝きがある。 ベースは山のようにとても安定感があって

永久的。 私は曲がどの要素で書かれたいのかわかるんだ。

あなたがトニー ・ オースティンと一緒に活動している “BFI” のサ

ウンドも好きですが、 ソロ活動と "BFI" の活動はどのように位置

付けているのですか？

★ “BFI” は本当に楽しくチャレンジングなプロジェクトなんだ。 完

全なコラボレーションだから、 ソロとは大きく異なる。 私のソロ作

品には多くの楽器法、 弦楽器、 管楽器、 コーラス等が入るけど、

“BFI”は 2人しかいない。 だから、 どっしりとエネルギーに満ちた

ようなサウンドを生み出すためにとてもクリエイティブな手法が必

要なんだ。 “BFI” の活動は 『アップライジング』 の後、 次にどん
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★ LA 発 !　ジャズシーンを席巻するソウルフルベースマン★

　カマシ ・ ワシントンのサポート ・ メンバーでもあ

り、 トニー ・ オースティンとのユニット “BFI” でもそ

の革新的なサウンドで大注目のソウルフルなベース

マン＆シンガー、 マイルス ・ モーズリーが待望のデ

ビュー ・アルバム 『アップライジング』 をリリース！

　現在、 アメリカ西海岸よりジャズ ・ シーンを席巻し

ている LA ジャズ集団＝ “ウェスト・コースト・ゲット・

ダウン（WCGD）” の凄まじい勢いと共に、作曲家／

アレンジャーとしても数々のアーティストの録音やラ

イヴに参加して才能を発揮しているマイルス。

　デビュー ・ アルバムを引っ提げて待望の来日を期

待する中、 マイルスとのインタビューに成功した！

【2017年 2月　取材 ・文 ：加瀬正之　取材協力 ： rings】

マイルス ・モーズリー 【Miles Mosley】
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本誌のタイトルは 1950~60年代に LA で活躍したジャズ ・ ベー

シストのリロイ ・ ヴィネガーのニックネームから付けているのです

が、 これまで彼のアルバムを聴いたことがありますか？

★ Mr. ヴィネガーはレジェンドだね。 彼は数多くの歴史的名盤に

貢献してきた。 『スイス ・ ムーヴメント』 というアルバムと共にそ

のサウンドが定義されて来たけど、 彼が参加している私のお気

に入りのレコードはバーニー ・ ケッセルとの作品だよ。 とても洗

練されたベーシストで、 彼のことはとても尊敬している。

あなたのヴォーカルもベースプレイと同じくらい素晴らしいです

が、 歌を歌い始めたのはいつですか？

★ 大学卒業後に歌い始めたんだ。 私は都会の子供たちが作曲を

通して彼らの問題に対処する心理療法プログラムのために働いて

いたんだけど、 これはマネージャーのボブとバーバラが作ったプロ

グラムで、 私に関わらせてくれたんだ。 私は座って、 8歳から 18
歳までの子供たちが彼らの感情を歌にするのを手伝っていたんだ。

彼らの友人のために大声で歌ったよ。毎週6~7曲は書いていたね。

声が音楽にとってどれだけ大切か、 歌を歌うときにどれくらい力強

く人々に届くか理解し始めたんだ。 声は世界で最初の楽器であり、

素直に私のサウンドをどのように捉えるかを学ぶ上で楽しめたよ。

あなたが愛用しているベースについて聞かせて下さい。

★ いつも独占的にブラスト ・ カルトの 「One4Five」 というアップ

ライト ・ ベースを使用している。 ペダルボードに接続できて、 私

が演奏する音量で演奏できる世界で唯一のベースなんだ。 同じ

仕様のベースを 2台所有していて、 もう 1台はクラシック等の録

音の時に使用する 250年前に製作されたドイツ製のアップライト

ベースだよ。 弦は弓弾きする機会が多いから、 D'Addario 製の

Hybrids を使っている。 D'Addario の弦のクオリティは一番だね。

アンプは Aguilar、 ペダルは MXR/Dunlop を使っている。

これまで日本のミュージシャンと共演したことはありますか？ 
★ 日本のミュージシャンと共演したことはまだないんだ。 トニーと

私が 1 ヶ月間日本に来る予定があった時に、 リズムセクションと

して我々と一緒にやれる機会があったんだけど、 その時に東日

本大震災が起こって我々の公演がキャンセルとなってしまって実

現しなかったんだ。 “BFI” ＋日本のアーティスト、 最高だろ！ い
つか実現出来るようもう一度チャレンジしてみるよ。

自身のバンドで日本ツアーを行う予定はありますか？

★ 今、 正に計画中なんだ。 アップライジング ・ ツアーで日本に

来ることは確かだよ。 我々はカマシ・ワシントンのバンドでブルー

ノートとビルボード・ライブで演奏したことがあったけど、 両ステー

ジ共に最高だった！ ハーヴィー ・ メイソンとも日本で演奏したこ

とがあるんだ。 日本には素晴らしいロックのクラブが他にもたくさ

んあると聞いているから、 そういった場所のステージにも訪れて

みたいね。 我々は激しく大きな音で演奏したいから、 相性がい

いんだ。 これまで日本で演奏した場所はどこもとても親切で、 も

う一度そのような場所で演奏することが出来れば光栄だね。

音楽以外の趣味はありますか？

★ 「ストリート ・ファイター」 のようなビデオゲームや 「ペルソナ」

のような JRPG が好きなんだ。 私はフォントや書体にもとても興

味がある。 言葉は非常に強力で、 その見え方に私は魅了され

て、より深く追求しているんだ。 あと、日本中を歩くのも大好きで、

異なる看板を見たり、日本の広告の写真をたくさん撮っているよ。

本当に面白い手法で書かれているんだ。

あなたの夢や目標は何ですか？

★ 15歳から音楽を創造していることはとてもラッキーだね。 人

生の中で他の仕事に就かなくてはならないことがなかったから、

とても若い時に夢が実現したことになる。 私は自分自身でたくさ

んの目標を持っているんだ。 それは、 私が自分の成功に批判

的で、 常にベストを尽くそうとしているから。 だけど、 けして忘れ

てはならないことがある。 私がこれまで本当に欲しいと願ってい

る全てのものは、 私が既に手に入れているものなんだ。

あなたにとってベースとは何ですか？

★ ベースは私にとって母国語のようなもの。 私自身を表現する最

も快適な手段。 楽器を通じて話すことがたくさんあるし、 楽器に触

れるといつもまるで家にいるような、 安全で恐れのない感覚にな

るんだ。 ベースは私にとって宇宙との最も直接的な繋がりだね。

最後に本誌読者と日本のファンにメッセージをお願いします。

★ 私のニュー ・ アルバム 『アップライジング』 をサポートしてく

れ、 また、 私の音楽を聴いてくれる 『The Walker's』 と日本の

ファンの優しさに感謝したい。この作品がみんなに喜びや安らぎ、

勇気をもたらすことを願っている。 どんなに悲しく辛い時でも、 音

楽が我々を救ってくれるだろうから、 好きなアーティストたちをサ

ポートし続けて欲しい！

Miles Mosley HP ⇒ http://milesmosley.com

アップライジング

マイルス ・モーズリー
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★マイルス ・モーズリーの衝撃のデビュー作！★
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