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だったので、 車の中でチック ・ コリアとかアントニオ ・ カル
ロス ・ ジョビンとかスティーヴィー ・ ワンダーとかの音楽も
流れていたんです。 意識はしていなかったんですけど、 耳
には入っていたので、 この歳になって 「あっ、 この曲車で
聴いたことある！」 みたいな出会いは良くありますね （笑）。

♪ プロの音楽家としての転機はいつですか？

　「ちぐさ賞」 を受賞したことと藤原清登さんにベースを師
事したことですね。 洗足学園音楽大学に入学して最初の
アンサンブルが藤原先生のクラスだったんです。 そこで初
めて出会って 「何て凄い人がいるんだ！？」 と思いました。
その衝撃的な出会いがあってから藤原先生に教わり始め
て、 今でも習っています。 藤原先生はコントラバスの持つ
真の音を鳴らすといいますか、 常に音と真摯に向き合って
いて、 一音聴いただけでノックアウトされてしまいました。

♪　高校時代にマーカス ・ ミラーに衝撃を受けてベース音
楽に傾倒したそうですね？
　ベースを弾き始めたのは、 高校の軽音楽部でベーシスト
がいなかったんですね。 それで友達に「ベースやれよ！」っ

♪ デビュー ・アルバム 『It’s Now Or Never』 リリースか
ら約半年経ちましたが、 改めて今どんな気持ちですか？
　CD と LP も順調に売れていまして、 演奏の方もライヴ毎
に深まっていく感じはありますね。 今年は僕にとっても大き
な変革期で、 老舗の 「ちぐさ」 や 「サムタイム」 の他に
いつもお世話になっているこの 「ROLLINS」 や用賀の 「キ
ンのツボ」 等、 いろいろな場所でライヴが出来るようにな
りましたし、 本当に良い機会を頂きました。

♪　「ちぐさ賞」を受賞したことはやはり大きかったですか？
　はい、 僕の中でも大きな転機になりましたね。 「ちぐさ」
とういうジャズ喫茶の存在はもちろん知っていたんですけ
ど、 「ちぐさ」 でコンペティションがあるということは知らな
かったんです。 UPLIFT JAZZ RECORD の代表でもある
江口さんが声を掛けて下さったんですけど、 二つ返事で応
募させて頂きました （笑）。

♪　現在の活動について聞かせてもらえますか？
　自分のトリオ等の他に、 中村誠一さんのバンドやいろい
ろな方のサポートをさせてもらいながら、 昔のフランスのダ
ンス音楽ミュゼットを研究する “ バルミュゼット ” というバン
ドをやっています。 あと、 この 「ROLLINS」 でも演奏させ
てもらっている “ ジプシー・ジャック ” というバンドでは、ヨー
ロッパのジャズや民族音楽を演奏しています。

♪ 幼い頃から音楽に親しんでいたのですか？ 
　僕の両親はクラシックの音楽家で、 父親がフルート奏者
で、 母親がピアニストなんです。 幼い頃から僕もピアノを
習い始めて、 小学生の頃からはヴァイオリンも始めました。
クラシック音楽にはずっと触れていたんですけど、 父親がク
ラシックだけじゃなくて、 ジャズとかボサノヴァ等も好きな人
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今年アルバム ・デビューを果たした注目の若手ベーシスト！

　2015 年 4 月にリリースされたデビュー・アルバム 『It's 
Now or Never』 では、ジャズ・ベースの魅力だけでなく、

ジャズの楽しさも伝えてくれている遠藤定。

　幼少期からピアノやヴァイオリンを弾き始め、 高校時

代にマーカス・ミラーに衝撃を受けてベース音楽に傾倒。

洗足学園音楽大学在学中からプロ活動を開始し、 納浩

一、 藤原清登に師事。 中村誠一、 多田誠司等、 様々

なアーティストと共演を重ね、 自身のグループでも活動。

2014 年に 「第 2 回ちぐさ賞」 を受賞し、 2015 年 4 月
にアルバム ・ デビューを果たす。 現在、 東京、 神奈川

のライヴハウスや BAR にて、様々なジャンルで活躍中。

　現在 26歳。 明るく爽やかな人柄と笑顔も魅力の注目

の若手ベーシスト遠藤定に、 自身も月 1のペースでライ

ヴを行っている横浜 ・ たまプラーザにあるジャズ喫茶＆

JAZZ BAR 「ROLLINS」 で語ってもらった。

【2015 年 11 月 16 日＠ROLLINS　取材・文： 加瀬正之】

遠藤定 【Joe Endo】
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て誘われたのがきっかけなんです。 その頃はまだマーカス
と出会っていなくて、 当時僕は邦楽のロックとかが好きで、
その中でも L'Arc ～ en ～ Ciel が結構好きだったので、 最
初に購入したベースはメンバーの tetsu モデルだったんで
す。変形ベースだったので座って弾けませんでしたね（笑）。
何てこのベースは弾き難いんだと思って、 それでジャズ ・
ベースを買ったんです （笑）。 その後、 マーカスのアルバ
ム 『M2』 を聴いてベース音楽に嵌っていったんです。

♪ コントラバスを弾き始めたのは大学入学以降ですか？　
　はい、 ジャズをやるならコントラバスを弾きたかったので。
最初に購入したコントラバスは今もずっと愛用しているルー
マニア製のレジン （Reghin） というメーカーのものです。
最近漸く少し楽器が鳴らせて来たかなって感じですね。 塗
装が凄く厚くて、 8年位ずっとこの 1台だけ使っているんで
すけど、 ツルツルしていて、 いっこうにボディの色合いに
味が出て来ないんですよね （笑）。 でも、 塗装が厚いので
湿気にも強いですし、 野外や路上で演奏するにはいいん
ですけどね。 今ちょうど新しい楽器を探しているんです。

♪ 影響を受けたベーシストを 3人挙げてもらえますか？
　たくさんいるんですけど、 チャールス・ミンガス、 ポール・
チェンバース、 スタンリー ・ クラークですね。

♪ ベースを弾く上で一番大切なことは何ですか？
　僕自身とベースとの対話があって、 でもそこだけで完結
しないで、 オーディエンスとの会話も同じくらいに意識する
ことですかね。 出来るだけ自分から出たイマジネーション
みたいなものをそのまま自然に音に出せたらと思います。
それとコントラバスはカッコいい楽器なんだということも含め
て、 もっと広くアピールしていきたいという思いもあります。

♪　2nd リーダー・アルバムのリリース予定はありますか？ 
　まだ何も決まっていないんですけど、 来年にはレコーディ
ング出来ればと思っています。次のアルバムではトランペッ
トとサックスを入れて２管でやろうと思っています。 僕のオ
リジナルにホレス・シルヴァーの曲もやりたいですね。あと、
藤原先生とのデュオ演奏も実現できればと考えています。

♪　今後、 海外に渡る予定はありますか？
　実は来年初めにベルギーに行く予定がありまして、 何ヶ
所かライヴもやりながら 1週間程滞在しようと思っているん
です。 そのきかっけは日本に 「デリリウムカフェ」 というベ
ルギー ・ ビールのお店があるんですけど、 そのベルギー
支店で演奏できることになりまして、 そのカフェの店員さん
と音楽仲間と一緒に行こうということになったんです。 僕は
ライヴの度に 「ビールが好き！」 と公言しているので類は
友を呼ぶのですかね、 ビール好きな方が集まってくるんで
す （笑）。 ベルギーでは音楽とビール漬けの日々になりそ
うです （笑）。 あと、 ニューヨークにも行きたいですね。

♪　共演してみたいミュージシャンはいますか？
　マッコイ ・ タイナーとか、 もう亡くなってしまっていますが
ミシェル ・ ペトルチアーニとかとは共演してみたかったです
ね。 最近はピアニストとトリオをやることが多いので、 いろ
いろなピアニストの方と共演してみたいです。

♪　出演してみたいジャズクラブはありますか？
　御茶ノ水の 「NARU」 とか、 あと僕が本当に大好きな

「COTTON CLUB」 でも演奏してみたいですね。

♪　「ROLLINS」 （2012年に開店した横浜 ・ たまプラーザ
にあるジャズ喫茶＆ JAZZ BAR） との出会い
　オープンした当時からお世話になっていて、 今は月 1で
ライヴをさせて頂いています。 きっかけはこのお店の近所
に住んでいるギタリストの先輩がいまして、 その先輩がこ
こでライヴをやらせてくれないかとオーナーの近藤さんに話
してくれて実現したんです。 料理も美味しくて、 ジャズ喫茶
としても楽しめる素敵なお店です。

♪　2016年に実現してみたいことはありますか？
　まずは僕のデビュー ・ アルバムを持って全国を回りたい
ですね。 あとはビールの CM に出たいです！　僕のオリジ
ナルで僕が出演する形で、 以前ビールの CM に出演した
いかりや長介さんやウイスキーのCMに出たロン・カーター
の様なあの感じですね （笑）。 出たいですね～、 発泡酒
の CM でもいいんで （笑）。

♪　将来の夢は何ですか？
　自由に音楽を作れて、 発表する機会もあって、 ライヴに
来て下さるお客さんもいて、 良い仲間もいて、 今は周りの
環境に本当に恵まれているので、 ずっと今の様に自分の
音楽を自由にやり続けて、 ジャズだけにこだわらずいろい
ろな音楽やいろいろなことをやっていきたいと思っています。

♪最後に遠藤さんにとって “ベース ” とは何ですか？
　人と人を繋げる僕のもう一つの声みたいな感じですね。

【★巻頭特集に遠藤さんの “3つの願い “を掲載！】

遠藤定ウェブサイト ： http://enjodobass.wix.com/joe-endo

It’s Now or Never
Joe Endo

（CHIGUSA Records ： CGS-0004)

2015 年 4 月に発売された遠藤
定の記念すべき 1st アルバム。
全 10曲 （ジャズスタンダード 5
曲＆遠藤定オリジナル曲 5曲）
を収録。 CD ＆ LP 同時発売！

写真撮影 ：金森 "merapon" 央篤


